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Ⅰ．建学の精神・大学の基本理念、使命・目的、大学の個性・特色等 

１．学則等で示されている建学の精神・基本理念 

創立者・初代学長の越原春子は、名古屋女学院短期大学発足後、昭和 33(1958)年の

「創立者のことば」として、『日本女性がながい眠りから解放された今日、それを形式

だけでなく実質上の真の解放にまで到達せしめるものは、女性自らの努力によらねば

なりません。この意味から第一に指折られるものは、女性が経済的能力を持つことで

す。本学は、この新しい時代の先駆として、高い教養を身に纏った職能人としての女

性を育成するために設立したのであります。ことに服飾文化、栄養科学の分野は女性

職能に最適といえましょう。両者ながら実技は申すまでもなく、学問としても、人類

文化向上のための未踏の境は果てしありません。それを思うにつけても、とかく女性

に不足がちな、不撓の努力と追究力が望まれ待たれます。私は、こうした女性自らの

力の上にうち立てられるよき妻であり、やさしい母であり、そして力強き職能人であ

る「新しい日本の女性像」を待望しています。おもうさえ学園が愛情と礼節の気高さ

の中にあることは尊いことです。学園創設 44 年をかえりみて学園の信条「親切」（学

校訓）は大きく実を結んできました。それは広義におけるヒューマニティであり狭義

の友愛であり、師弟愛であり、学問への熱情と研鑽であります』と述べている。今日、

本学園の目標とするところは、創立者の意志を受け継ぎ、伝統文化の継承の上に立っ

て、新しい文化を創造していくことであり、この温故知新の精神こそ本学における教

育・研究活動の要諦である。物質文明爛熟のこの時にあっては、精神文明の重要性を

強調し、新しい価値基準のもとに永続し得る個性豊かな人類文化を構築する精神的目

標を形成してこそ、学園の信条「親切」の一層の具現化がなされていくと確信してい

る。本学（学園）の建学の精神は、学園の信条である「親切」を根幹として、個々の

人格を陶冶し、かつ高い教養を身に付け、真の男女平等の実現を目指し、よき家庭人

であり力強き職能人としての女性を育成することにある。 

  

２．使命・目的 

我が国初の女性衆議院議員であった創立者越原春子が国会で主張したのは、一つに

は私学の振興についてであり、二つには、女性の基本的権利、男女平等についてであ

った。今日、法律的には、男女平等はほぼ実現しているとも言えるが、しかしながら

実社会においては、なお幾多の課題が残されており、真の男女平等実現への努力が必

要である。「男女雇用機会均等法」の制定や「国籍法」の改正など、法律上の整備が進

められてきたが、このような法の裏打ちの上に、男女の平等が現実、不動のものとし

て位置づけされるか否かは、一に女性自身の能力にかかっている。建学の精神に基づ

き、未来に向かっての新しい価値観を打ち立て、男女平等の実質的なあり方と、望ま

しい人間社会のあり方を深く追究していくとともに、社会の発展に貢献できる自立し

た女性を育成するため、本学（学園）は女子高等教育をその使命とし、高度な専門知

識や技能を有する職能人を育てることを目標としている。これらのことは、名古屋女

子大学学則第 1 章第 1 条に、「教育基本法、学校教育法にのっとる女性最高の教育機関

として、広く知識を授けるとともに、深く専門の学芸を教授研究し、知的道徳的及び

応用的能力を養い、もって、文化の向上、社会福祉の増進に貢献しうる有為の女性の
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育成」にあると示されている。 

 

３．個性・特色 

創立者は「新しい時代に、女性職能に最適な分野は家政学の中にある。人類文化向

上のために未踏の地は広大である。」と説き、その意志は建学の精神・大学の使命・目

的に深く根付いており、沿革に示す歴史的背景のもと、家政学部を昭和 39(1964)年度

に創設した。それ以来、多く有能な職能人の輩出に貢献してきている。また、昭和

63(1988)年度には、国際社会に対応でき、地域社会の文化向上に貢献できる女性の育

成を目的として文学部を設置し、現在では 2 学部を有する女子高等教育機関となって

いる。 

家政学部は、日常生活を総合的に捉え、衣食住に加え生活経済・情報・福祉に関わ

る専門知識や技術を学び、道徳的および応用的能力を養い、もって文化の向上と社会

福祉の増進に貢献し得る人材の育成を目的とし、食物栄養学科、生活環境学科、家政

経済学科の 3 学科を置いている。さらに、大学院・修士課程として生活学研究科食物

栄養学専攻を置き、高度専門教育を通して女性の社会的地位を高めてきている。文学

部は、教育の分野を中心にして社会の文化向上に貢献できる専門的な職能人の育成を

目的とし、児童教育学科（児童教育学専攻・幼児保育学専攻）を設置している。 

全学的な取組として、創立者越原春子の生誕の地、岐阜県加茂郡東白川村越原（お

っぱら）にある「名古屋女子大学越原学舎」において、毎年、入学生全員を対象に、2 

泊 3 日をかけた必修科目「建学のこころ」を実施している。「建学のこころ」は、越

原学舎に隣接した創立者の郷家において、創立者の子孫にあたる学校法人越原学園・

学園長及び副学園長によって行われる講義を中核とし、各学科・専攻の特長を取り込

んだ初年次教育を含むプログラムで構成されている。ここで、創立者の育った環境を

追体験することによって、その心、そして本学の教育目的を実感し、生きた建学の精

神を学ぶ典型的な体験型導入教育である。特に学園長・副学園長講義においては、創

立者の郷家で囲炉裏を囲みながら、江戸時代の庄屋の生活ぶりや、創立者が育った明

治時代の生活ぶりなどを、実物の資料を使って再現し体験・実感させている。また、

越原学舎において学科長の講義が行われ、創立者の日記や伝記の講読や、創立者を取

り上げたテレビの特集番組のビデオ視聴等を通して、創立者の人柄や功績を知るとと

もに、建学の精神を実感する。これに加え、平成 21（2009）年度に設立された越原記

念館をオリエンテーションの一環として巡覧し、建学の精神への理解を深めている。 

さらに、学園全体の取組として、平成 15(2003)年度より校地内完全禁煙とする「禁

煙無煙宣言」をした。平成 16(2004)年度からは、入学手続時に在学中一切喫煙をしな

いことについて誓約書の提出を求めており、このことを十分承知の上で志願するよう

受験者に周知している。禁煙は、学生はもちろんのこと、教職員も例外ではなく、来

客にも協力を求めている。現在は学園の内外を問わず、完全断煙に向けて呼びかけて

いる。なお、文部科学省からの「喫煙防止教育の推進」の通知、あるいは「健康増進

法」（受動喫煙の防止）の施行、さらには地方自治体や諸教育機関挙げての禁煙対策な

ど、大きな動きがあるのは周知のことである。学園の信条「親切」の実践の第一歩と

して、他人に迷惑をかけない、不快な思いをさせないことなどとして位置づけている。 
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Ⅱ．沿革と現況 

1．本学の沿革 

大正  4（1915）年 4 月 越原和、越原春子、名古屋女学校（学校法人越原学園の前身）

を創立。校訓を「親切」と定める。 

大正 10（1921）年 4 月 名古屋女学校を名古屋高等女学校に昇格させる。 

昭和 15（1940）年 4 月 小川善三郎、小川潤三両氏の寄付金を基本として、姉妹学園

財団法人名古屋市緑ヶ丘女子学園を設置、姉妹校名古屋市緑

ヶ丘高等女学校（学校法人名古屋女子大学の前身）を創立。 

昭和 21（1946）年 3 月 個人立名古屋高等女学校を、財団法人越原学園立とする。 

昭和 23（1948）年 4 月 学制改革により名古屋女学校、緑ヶ丘高等女学校を改組して

名古屋女学院高等学校、名古屋女学院中学校（現名古屋女子

大学高等学校・名古屋女子大学中学校）に改め、名古屋女学

院高等学校を財団法人越原学園、名古屋女学院中学校を財団

法人名古屋市緑ヶ丘女子学園が維持経営することとなる。 

昭和 25（1950）年 4 月 財団法人名古屋緑ヶ丘女子学園が名古屋女学院短期大学（家

政科）を置く。初代学長越原春子。 

昭和 26（1951）年 4 月 私立学校法の制定により、両財団法人を学校法人に組織変更

する。 

昭和 39（1964）年 4 月 学校法人緑ヶ丘女子学園が名古屋女子大学（家政学部家政学

科）を設置する。名古屋女学院短期大学を名古屋女子大学短

期大学部と改称する。名古屋女学院中学校の設置者を学校法

人越原学園に変更する。 

昭和 43（1968）年 4 月  名古屋女子大学家政学部家政学科に家政学専攻、食物学専攻、

管理栄養士専攻を置く。 

昭和 46（1971）年 4 月 名古屋女子大学家政学部に児童学科を置く。 

昭和 52（1977）年 4 月 学校法人名古屋市緑ヶ丘女子学園を学校法人名古屋女子大学

と改称する。 

昭和 53（1978）年 4 月 家政学部のうち、児童学科を天白学舎に移す。 

昭和 63（1988）年 4 月 名古屋女子大学に文学部（日本文学科・英語英文学科・児童

教育学科）を設置する。 

平成  4（1992）年 3 月 名古屋女子大学家政学部児童学科を廃止する。 

平成  4（1992）年 4 月  名古屋女子大学家政学部家政学科に生活環境学専攻、生活経

営学専攻を置く。食物学専攻は募集停止。 

平成  7（1995）年 4 月  名古屋女子大学家政学部に食物栄養学科を設置する。家政学

科管理栄養士専攻は募集停止。 

平成 10（1998）年 4 月 学校法人名古屋女子大学が名古屋女子大学大学院（生活学研

究科生活環境専攻修士課程、人文科学研究科日本文化専攻修

士課程）を設置する。 

平成 12（2000）年 4 月 名古屋女子大学家政学部に生活環境学科を設置する。家政学
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科生活環境学専攻、生活経営学専攻は募集停止。 

平成 13（2001）年 4 月  名古屋女子大学文学部児童教育学科に児童教育学専攻，幼児

保育学専攻を設置する。名古屋女子大学文学部英語英文学科

を英語英米文化学科に名称変更する。 

平成 16（2004）年 4 月 名古屋女子大学文学部に国際言語表現学科を設置する。日本

文学科と英語英米文化学科は募集停止。 

平成 17（2005）年 4 月 名古屋女子大学大学院生活学研究科に食物栄養学専攻修士課

程を設置する。名古屋女子大学家政学部に生活福祉学科を設

置する。家政学部家政学科は募集停止。 

平成 18（2006）年 4 月  名古屋女子大学大学院生活学研究科に食物栄養学専攻（博士

後期課程）を設置する。名古屋女子大学大学院人文科学研究

科に言語表現文化専攻（修士課程）、児童教育専攻（修士課程）

を設置する。人文科学研究科日本文化専攻は募集停止。 

平成 19（2007）年 4 月 学校法人越原学園を学校法人名古屋女子大学に合併し、法人

名称を越原学園に変更する。 

平成 20（2008）年 4 月  名古屋女子大学文学部国際言語表現学科を国際言語学科に名

称変更する。 

平成 21（2009）年 3 月 越原記念館を開設する。 

平成 21（2009）年 4 月 名古屋女子大学家政学部に家政経済学科を設置する。生活福

祉学科は募集停止。文学部国際言語学科を国際英語学科に名

称変更する。 

平成 25（2013）年 3 月 名古屋女子大学大学院人文科学研究科を廃止する。 

平成 25（2013）年 4 月 名古屋女子大学文学部国際英語学科を募集停止とする。 

平成 26（2014）年 3 月 名古屋女子大学大学院生活学研究科・食物栄養学専攻博士後

期課程を廃止し、博士前期課程を食物栄養学専攻修士課程に

課程名称変更する。 

平成 30（2018）年 3 月 名古屋女子大学大学院生活研究科生活環境専攻修士課程を廃

止する。 

 

2．本学の現況 

・大学名   名古屋女子大学 

・所在地   名古屋市瑞穂区汐路町 3－40 

・学部構成  家政学部  食物栄養学科 

生活環境学科 

           家政経済学科 

      文学部  児童教育学科 

            児童教育学専攻 

            幼児保育学専攻 

・大学院構成 大学院  生活学研究科 

食物栄養学専攻（修士課程） 
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・学生数、教員数、職員数 

 入学定員・収容定員・在籍学生数 （平成 30(2018)年 5 月 1 日現在） 

大      

学 

学

部

名 
学科名 

入学 
定員 

１年次 
２年

次 
３年

次 
４年

次 
合計 

収容 
定員 

家

政

学

部 

食物栄養学科 160 166 167 170 172 675 640 
生活環境学科 80 74 63 49 69 255 320 
家政経済学科 80 49 39 40 56 184 320 

学部計 320 289 269 259 297 1114 1280 
文

学

部 

児童教

育学科 
児童教育学専攻 120 80 77 97 96 350 480 
幼児保育学専攻 160 142 169 152 165 628 640 
学部計 280 222 246 249 261 978 1120 

大学計 600 511 515 508 558 2092 2400 

 

 

 

教員数（平成 30(2018)年 5 月 1 日現在） 

大      

学 

学部名 学科名 教授 准教授 講師 助教 計 

家政学部 

食物栄養学科 9 3 8 1 21 
生活環境学科 ※6 2 1 － 9 
家政経済学科 5 2 2 － 9 

学部計 20 7 11 1 39 

文学部 
児童教育学科 12 8 14 2 36 

学部計 12 8 14 2 36 
総合科学研究所 1 0 0 － 1 

大学計 33 15 25 3 76 

※学長を含む 

職員数（法人を含む）（平成 30(2018) 年 5 月 1 日現在） 
正職員 ※55 
嘱託職員 4 
パート（アルバイトを含む） 11 
派遣職員 7 

合計 77 

※法人本部として発令されている者で大学の業務を行っている 2 名を含む。

大
学
院 

 研究 
  科名 

専攻名 
入学 
定員 

１年

次 
２年

次 
合計 

収容 
定員 

生活学 
研究科 

食物栄養学専攻（修士課程） 
6 0 2 2 12 

大学院計 6 0 2 2 12 
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Ⅲ．評価機構が定める基準に基づく自己評価 

 

基準 1．使命・目的等 

1－1 使命・目的及び教育目的の設定 

1-1-① 意味・内容の具体性と明確性 

1-1-② 簡潔な文章化 

1-1-③ 個性・特色の明示 

1-1-④ 変化への対応 

 

（1）1－1 の自己判定 

基準項目 1－1 を満たしている。 

 

（2）1－1 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

1-1-① 意味・内容の具体性と明確性 

・本学の使命・目的は、創立者越原春子の意志を受け継ぎ、「学園の信条である『親

切』を根幹として、個々の人格を陶冶し、かつ高い教養を身に纏った、よき家庭

人であり力強き職能人としての女性を育成する」と Web ページに明記している。

【資料 1-1-1】 

・大学学則第 1 条（目的）で「本学は、教育基本法、学校教育法にのっとる女性最

高の教育機関として、広く知識を授けるとともに、深く専門の学芸を教授研究し、

知的道徳的及び応用的能力を養い、もって、文化の向上、社会福祉の増進に貢献

し得る有為の女性を育成することを目的とする」と述べている。また、大学院学

則第 1 条（目的）では「大学院は、学術の理論及び応用を教授研究し、その深奥

をきわめて、文化の進展に寄与することを目的とする」と述べている。【資料

1-1-2】【資料 1-1-3】 

・本学の使命・目的を達成するため、家政学部では、「食物栄養学科」「生活環境学

科」「家政経済学科」を、文学部では「児童教育学科（児童教育学専攻・幼児保育

学専攻）」を、大学院生活学研究科には修士課程として「食物栄養学専攻」を有し、

具体的な教育目的を学則に明記している。さらに教育目的を「履修要項」に明示

し、教育課程に反映させている。【資料 1-1-4】 

・Web ページ、「履修要項」、「学園要覧」、「大学案内」、「初年次教育テキスト」等に

明示されている大学の使命・目的及び教育目的は、掲載する媒体の形態によって

表現が異なっている場合があるが、その趣旨は一貫している。【資料 1-1-1】【資

料 1-1-4～7】 

・また、2 ページで述べた全学的な取組として、創立者越原春子の生誕の地におけ

る越原学舎研修「建学のこころ」の長年にわたる実施、校地内完全禁煙とする禁

煙無煙教育の推進など取組を行っている。【資料 1-1-1】【資料 1-1-5】【資料 1-1-7】

【資料 1-1-8】 
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【エビデンス集】 

【資料 1-1-1】大学ホームページ（建学の精神） 

https://www.koshihara.nagoya-wu.ac.jp/about/kengaku.html 

【資料 1-1-2】名古屋女子大学学則 第 1 条【資料 F-3】と同じ 

【資料 1-1-3】名古屋女子大学大学院学則 第 1 条【資料 F-3】と同じ 

【資料 1-1-4】履修要項 2018 【資料 F-12】と同じ 

【資料 1-1-5】平成 30 年度学園要覧  

【資料 1-1-6】平成 30 年度大学案内【資料 F-2】と同じ 

【資料 1-1-7】初年次教育テキスト「大学で学ぶということ」  

 

1-1-② 簡潔な文章化 

・大学の使命・目的は、名古屋女子大学学則第１条「目的」などに、簡潔かつ明確

に記載している。【資料 1-1-8～14】 

 

【エビデンス集】 

【資料 1-1-8】大学ホームページ（建学の精神） 

https://www.koshihara.nagoya-wu.ac.jp/about/kengaku.html 

【資料 1-1-1】と同じ 

【資料 1-1-9】名古屋女子大学学則【資料 F-3】と同じ 

【資料 1-1-10】名古屋女子大学大学院学則【資料 F-3】と同じ 

【資料 1-1-11】履修要項 2018【資料 F-12】と同じ 

【資料 1-1-12】平成 30 年度学園要覧【資料 1-1-5】と同じ 

【資料 1-1-13】平成 30 年度大学案内【資料 F-2】と同じ 

【資料 1-1-14】初年次教育テキスト「大学で学ぶということ」 

【資料 1-1-7】と同じ 

 

1-1-③ 個性・特色の明示 

・本学の個性・特色は、「学園の信条である『親切』を根幹として、個々の人格を陶

冶し、かつ高い教養を身に付け、よき家庭人であり力強き職能人としての女性を育

成すること」にある。また、「ディプロマポリシー」「カリキュラムポリシー」「ア

ドミッションポリシー」のいわゆる「３つのポリシー」においても、各学部・学科・

専攻で具体的に明示されている。【資料 1-1-15～22】 

 

【エビデンス集】 

【資料 1-1-15】大学ホームページ（建学の精神） 

https://www.koshihara.nagoya-wu.ac.jp/about/kengaku.html 

【資料 1-1-1】と同じ 

【資料 1-1-16】名古屋女子大学学則【資料 F-3】と同じ 

【資料 1-1-17】名古屋女子大学大学院学則【資料 F-3】と同じ 

【資料 1-1-18】履修要項 2018 【資料 F-12】と同じ 



名古屋女子大学 

8 

【資料 1-1-19】平成 30 年度学園要覧【資料 1-1-5】と同じ 

【資料 1-1-20】平成 30 年度大学案内【資料 F-2】と同じ 

【資料 1-1-21】初年次教育テキスト「大学で学ぶということ」 

【資料 1-1-7】と同じ 

【資料 1-1-22】大学ホームページ（3 つのポリシー） 

https://www.nagoya-wu.ac.jp/sogo/kokai/policy_dai_2018.html 

【資料 F-13】と同じ 

 

1-1-④ 変化への対応 

・大学の使命・目的は不変であるが、大学をとりまく情勢、学生のニーズの変化な

どにより、各学部・学科・専攻の教育目的はその都度改変してきた。平成 31(2019)

年度からは健康科学部の開設を予定し、在宅医療、施設医療、病院医療など、企

業・学校給食等以外の需要にも充分応えられる管理栄養士の養成を目的とする

「健康栄養学科」と、管理栄養学の知識と技術を看護の教育課程に反映させ、個々

人の栄養・食育に配慮した包括ケアシステムによる医療・看護・介護の方策立案

と積極的な提言ができる看護師の養成を目的とする「看護学科」の設置認可を申

請した。【資料 1-1-23】 

・家政学部では、平成 12(2000)年の介護保険制度の施行以来、福祉系の人気が高ま

り、全国的に福祉系学科が新設された。本学はやや遅れをとりつつも平成 17

（2005）年度に、家政学を基本とした生活福祉学科を家政学部に設置した。しか

し、その後の法改正や、全国的な学生の福祉離れが進行し急速に志願者を減らし

た。学生のニーズが見込めないなか、平成 21（2009）年度に募集を停止し、かつ

ての家政学科の教育目的や教育課程を再検討し、なおかつ、新しい時代の家政学

として、衣食住に加え、家庭経済、生活情報などの家政学の周辺領域をカバーす

る教育目的をもって、家政経済学科を設置した。また、学生のニーズに応える形

で食物栄養学科は平成 23 (2011) 年度より定員 80 名を 160 名に増やしたが、教

育目的は改定していない。この背景には管理栄養士の業務に「傷病者の治療のた

めの栄養指導」が位置づけられ、専門業務として法的にも明確にされたこと、医

療チームの一員としての管理栄養士のニーズが高まり、その能力の強化が求めら

れたことである。【資料 1-2-12】その後、家政学部 3 学科のうち、家政経済学科

と生活環境学科において、定員を充足できない状況が続き、学部改組を構想した。

大学全体の発展を目指し、食物栄養学科の管理栄養士養成においては、医療チー

ムの一員としての管理栄養士のニーズの高まりを鑑み、女子の専門職能育成のた

め、看護学科の新設と医療系の学部設置へと舵を切ることとした。平成 29(2017)

年度より準備を進め、家政学部食物栄養学科を改組した健康科学部健康栄養学科

と新設の看護学科の 2 学科で構成する健康科学部（平成 31（2019）年度開設）を

平成 30(2018)年度に設置認可申請を行った。その結果、家政学部は、食物栄養学

科（入学定員 160 人）と家政経済学科（入学定員 80 人）を募集停止とし、生活

環境学科（入学定員 80 人）1 学科構成となる予定である。また、同時に、平成

31（2019）年度の文部科学省の教職課程再課程認定に向け教職課程（家庭科）に
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ついても見直しを行っている。【資料 1-1-24・25】 

・文学部児童教育学科では、幼保一元化や保幼小連携の流れを受け、平成 27(2015)

年度より、児童教育学専攻にも保育士資格が取得できるコースを新設した。さら

に近年、小学校・中学校の円滑な接続を求めての人事交流が増加していること、

教育現場において二つの教員免許を有する人材が求められていること、また、小

学校、幼稚園、保育所での国語教育に対応できるより高い専門性が求められるこ

とから、平成 30(2018)年度より中学校国語科教諭免許が取得できるコース（小中

教育コース）を新たに設けた。これは、幼保一元化、保幼小連携、小中一貫教育

の流れを見据え、小学校から中学校、幼稚園・保育所から小学校への接続の視点

を持ち、各教育機関で国語教育の知見を活かすことのできる教員の養成を目的と

している。幼稚園、小学校、中学校教諭免許取得の課程については、平成 31（2019）

年度の文部科学省の教職課程再課程認定に向け見直しを行っている。一方幼児保

育学専攻では教育目標の変更はないが、厚生労働省が指定した平成 31（2019）年

度の保育士養成課程の変更を受け、児童教育学専攻とともに指定保育士養成科目

の見直しを行っている。また教職課程再課程認定に基づき、幼稚園教諭免許取得

の課程の見直しを行っている。【資料 1-1-26】 

・大学院生活学研究科は、平成 18(2006)年度に食物栄養学専攻を修士課程から博士

前期課程および博士後期課程とし、その教育目的を変更した。その後、博士後期

課程の志願者が減少したため、定員の確保が見込めないと判断し、平成 26（2014）

年度をもって博士後期課程を廃止し、博士前期課程を修士課程とする対応をとり、

教育目的を変更した。また、人文科学研究科では、志願者が定員を下回る状況が

続いたため、平成 25(2013)年度をもって廃止した。その後、生活学研究科では、

志願者が食物栄養にシフトしてきたため、平成 29（2017）年度に食物栄養学専攻

の教育内容を変更した。さらに、平成 30(2018)年度には、生活環境専攻を廃止す

るとともに、教育目的、教育課程および 3 つのポリシーを変更した。また、教職

課程（専修免許）の再課程申請は行わない予定である。【資料 1-1-27・28】 

 

【エビデンス集】 

【資料 1-1-23】健康科学部・設置の趣旨等を記載した書類 

【資料 1-1-24】家政学部改組資料、教職課程認定等関連申請書 

【資料 1-1-25】家政学部改組資料、健康科学部認可申請書 

【資料 1-1-26】文学部改組資料、関連申請書 

（教職課程認定申請の手引き、指定保育士養成施設の変更に伴う

学則変更申請関連資料、その他） 

【資料 1-1-27】研究科委員会議事録  

【資料 1-1-28】大学院学則【資料 F-3】と同じ 

 

（3）1－1 の改善・向上方策（将来計画） 

・本学の個性や特色を反映した使命や目的は開学時から一貫しており、今後も継続

しつつ、教育目的については社会情勢等を鑑み、必要に応じて対応していく。 
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・平成 31(2019)年度より、家政学部は生活環境学科 1 学科構成となるため、廃止予

定の家政経済学科の教育課程を一部取り込む形で教育課程を再編し、特色ある履

修モデルを設けることで発展させる。食物栄養学科は、医療系の専門職能を持っ

た管理栄養士養成を目指し健康科学部健康栄養学科へ発展的な改組を行う。大学

院生活学研究科については、こうした改組を受け、教育課程の一部変更と教育目

的を明確化していく。 

 

 

1－2 使命・目的及び教育目的の反映 

1-2-① 役員、教職員の理解と支持 

1-2-② 学内外への周知 

1-2-③ 中長期的な計画への反映 

1-2-④ 三つのポリシーへの反映 

1-2-⑤ 教育研究組織の構成との整合性 

（1）1－2 の自己判定 

基準項目 1－2 を満たしている。 

 

（2）1－2 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

1-2-① 役員、教職員の理解と支持 

・本学の使命・目的及び教育目的については、創立者越原春子伝『もえのぼる』お

よび越原春子日誌『美濃少女』を全教職員に配布し、理解と支持を得ている。ま

た、入学式、卒業式、創立記念式典等での学長式辞は、建学の精神などを主軸と

して組み立てられ、口頭でも周知されている。教職員対象としては毎年、年度始

めの全学始業総会における訓示や、新任教職員のオリエンテーションの中に盛り

込まれている。【資料 1-2-1～4】 

 ・本学の使命・目的及び教育目的を実現するための事業計画や、学則を始めとする

重要諸規程の改定については、本学の最高意思決定機関である理事会で最終的な

承認を得ている。したがって、役員は本学の使命、目的及び教育目的を理解して

おり、その実現に向けて関与し、参画している。【資料 1-2-5】 

 

【エビデンス集】 

【資料 1-2-1】越原春子伝『もえのぼる』 

【資料 1-2-2】越原春子日誌『美濃少女』 

【資料 1-2-3】名古屋女子大学学報（入学式学長式辞） 

【資料 1-2-4】平成 30 年度新任者研修日程 

 【資料 1-2-5】理事会・評議員会の開催状況（平成 29 年度）【資料 F-10】と同じ 

 

1-2-② 学内外への周知 

・本学の使命・目的及び教育目的は、下表に示すとおり、大学ホームページ、大学

案内、学園要覧等で学内外に周知している。【資料 1-2-6～8】 



名古屋女子大学 

11 

＜表 1-2-1 使命・目的の周知方法＞ 

対象 手段 方法 時期 

学内外 大学ホームページ インターネット上で公開 常時 

「学園要覧」（日本語版） 教職員・学外一般に配布 毎年 

「学園要覧」（英語版） 教職員・学外一般に配布 隔年 

学内 

・学生 

入学式 学長式辞 4 月 

「学生生活の手引き（翔）」 新入生に配布 4 月 

初年次教育テキスト 新入生に配布 4 月 

越原研修（講義） 「建学のこころ」 4～6 月 

「越原研修のしおり」 新入生に配布 4～6 月 

創立者越原春子伝「もえのぼる」 新入生に配布 4～6 月 

卒業式 学長式辞 3 月 

学内 

・教職員 

辞令交付式 理事長挨拶 4 月 

新任教職員研修 ＶＴＲ 3 月 

全学始業総会 学長挨拶 4 月 

学外 「大学案内」 入学希望者に配布 毎年 

同窓会報「春光」 同窓会員に配布 毎年 

 

・入学生に対しては、「学生生活の手引き」、「初年次教育テキスト」に記載し配布す

している。加えて、創立者生誕の地、越原（おっぱら）にある越原学舎に隣接し

た郷家において、創立者の子孫にあたる学園長・副学園長によって行われる必修

科目「建学のこころ」（2 泊 3 日）を通して、建学の精神、大学の使命・目的、

教育目的を学ぶ典型的な体験型導入教育を行っている。【資料 1-2-9～11】 

・非常勤講師には、非常勤講師用学園ガイドブック「学校法人越原学園 学園方針・

概要をご理解いただくために」を毎年配布している。本ガイドブックには、はじ

めて本学の教育に携わる非常勤講師が、いち早く本学に対する理解を深めるため、

建学の精神・本学の使命目的及び教育目的を反映したディプロマポリシー、カリ

キュラムポリシー、アドミッションポリシーを掲載している。また、非常勤講師

のガイドブックの理解度をアンケートを通して確認している。【資料 1-2-12】 

・平成 25(2013)年度卒業生より、卒業時アンケートを実施しており、本学の使命・

目的及び教育目的などの理解について確認している。【資料 1-2-13】 

 

【エビデンス集】 

【資料 1-2-6】大学ホームページ（建学の精神） 

https://www.koshihara.nagoya-wu.ac.jp/about/kengaku.html 

【資料 1-1-1】と同じ 

【資料 1-2-7】平成 30 年度学園要覧【資料 1-1-5】と同じ 

【資料 1-2-8】平成 30 年度大学案内【資料 F-2】と同じ 

【資料 1-2-9】学生生活の手引き HABATAKI 2018【資料 F-5】と同じ 

【資料 1-2-10】初年次教育テキスト「大学で学ぶということ」 

       【資料 1-1-7】と同じ 

【資料 1-2-11】越原学舎研修によせて（学生用） 

【資料 1-2-12】非常勤講師用学園ガイドブック 

【資料 1-2-13】卒業時アンケート及びその分析結果 
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1-2-③ 中長期的な計画への反映 

・本学では中期的な計画として、向こう 3 年間の計画を年度ごとに作成している。

理事会・評議員会において、これに基づき各年度の事業計画を策定している。【資

料 1-2-14】 

・各年度の事業計画は、本学の使命・目的及び教育目的を踏まえた内容となってい

る。平成 29(2017)年度の理事会・評議員会で承認を得た平成 30(2018)年度事業計

画では、下図に示すとおり、法人の部において「①女子総合学園としての基盤強

化」「②事務組織機構の改革改善の推進」「③戦略的な意思決定体制、管理体制の

整備」「IR 機能の組織的実施に向けた検討・準備」、大学・短大の部においては「①

教育研究体制の改革推進」「②学生支援体制の改革推進」「③自己点検・自己評価」

「④FD・SD 活動の推進」「⑤社会貢献の推進」を掲げている（図 1-2-1）。 

 

＜図 1-2-1 平成 30 年度 学校法人越原学園事業計画＞ 
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【エビデンス集】 

【資料 1-2-14】年度ごとの計画書（平成 27～29 年度） 

 

1-2-④ 三つのポリシーへの反映 

・各学部・学科における三つのポリシー（ディプロマポリシー、カリキュラムポリ

シー、アドミッションポリシー、）は、いずれも本学の使命・目的及び教育目的

を反映し、これを具現化したものとなっており、大学の使命・目的、教育目的と

の整合性を保っている。【資料 1-2-15・16】 

・教育目的や三つのポリシーの策定及び改定について、各学部・学科が行い大学運

営会議で確認され、教職員が関与・参画している。【資料 1-2-17】 

 

【エビデンス集】 

【資料 1-2-15】大学ホームページ（三つのポリシー） 

https://www.nagoya-wu.ac.jp/sogo/kokai/policy_dai_2018.html 

      【資料 F-13】と同じ 

【資料 1-2-16】履修要項 2018【資料 F-12】と同じ 

【資料 1-2-17】大学運営会議議事録 平成 28 年度第 3 回 

 

 

1-2-⑤ 教育研究組織の構成との整合性 

・本学の教育研究組織の意思決定機関として、理事会、常務理事会があり、短期大

学部を含む連絡調整機関として大学運営会議がある。そのもとに教授会、研究科

委員会、学科会議及び各種委員会があり、それぞれの役割を果たし、使命・目的

及び教育目的の達成に向けて活動している（図 1-2-2）（表 1-2-2）。【資料 1-2-18

～45】 
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＜図 1-2-2 教育研究組織の構成＞ 

 

 

 

 

＜表 1-2-2 各種委員会＞ 

委員会① 委員会② 委員会③

教育・基盤研究助成委員会 自己点検・自己評価委員会 学生委員会

個人情報保護委員会 自己点検・自己評価委員会FD作業部会 日本学生支援機構奨学生推薦委員会

情報倫理委員会 自己点検・自己評価委員会シラバス検討作業部会 学生相談室運営委員会

防災対策委員会 第三者評価報告書作成委員会 教務委員会

予算委員会 ＩＲ推進委員会 教務委員会教育課程検討専門部会

広報委員会 動物実験委員会 教務委員会 時間割編成専門部会

オープンカレッジ運営委員会 ヒトを対象とする研究に関する委員会 キャリア支援委員会

紀要編集委員会

国際交流委員会

教員資格審査委員会

ハラスメント防止・対策委員会

入試委員会

入学者選抜委員会  
【エビデンス集】 

【資料 1-2-18】名古屋女子大学 大学運営会議規程 

【資料 1-2-19】名古屋女子大学 教育・基盤研究助成規程 

【資料 1-2-20】越原学園 個人情報保護規程 

【資料 1-2-21】越原学園 情報倫理委員会規程 

【資料 1-2-22】名古屋女子大学 防災計画 

【資料 1-2-23】名古屋女子大学 予算委員会設置要領 

【資料 1-2-24】名古屋女子大学 広報委員会規程 
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【資料 1-2-25】名古屋女子大学 オープンカレッジ規程 

【資料 1-2-26】名古屋女子大学 自己点検・自己評価委員会規程 

【資料 1-2-27】名古屋女子大学 自己点検・自己評価委員会 FD 作業部会規程 

【資料 1-2-28】名古屋女子大学 自己点検・自己評価委員会ｼﾗﾊﾞｽ検討作業部会規程 

【資料 1-2-29】名古屋女子大学 第三者評価報告書作成委員会規程 

【資料 1-2-30】名古屋女子大学 ＩＲ推進委員会規程 

【資料 1-2-31】名古屋女子大学 動物実験委員会規程 

【資料 1-2-32】名古屋女子大学 ヒトを対象とする研究に関する委員会規程 

【資料 1-2-33】名古屋女子大学 紀要編集委員会規程 

【資料 1-2-34】名古屋女子大学 国際交流委員会規程 

【資料 1-2-35】名古屋女子大学 教員資格審査委員会規程 

【資料 1-2-36】越原学園 ハラスメント防止・対策委員会規程 

【資料 1-2-37】名古屋女子大学 入試委員会規程 

【資料 1-2-38】名古屋女子大学 入学者選抜規程 

【資料 1-2-39】名古屋女子大学 学生委員会規程 

【資料 1-2-40】名古屋女子大学 日本学生支援機構奨学生推薦委員会規程 

【資料 1-2-41】名古屋女子大学 学生相談室規程 

【資料 1-2-42】名古屋女子大学 教務委員会規程 

【資料 1-2-43】名古屋女子大学教務委員会 教育課程検討専門部会規程 

【資料 1-2-44】名古屋女子大学教務委員会 時間割編成専門部会 

【資料 1-2-45】名古屋女子大学 キャリア支援委員会規程 

 

（3）1－2 の改善・向上方策（将来計画） 

・建学の精神、大学の使命・目的に沿い、大学が持つ社会に対する責任と義務を果

たし、現在の教育研究組織運営で十分機能している｡今後さらに、IR 推進に向け、

平成 29(2017)年 9 月制定の IR 推進委員会を中心に整備を進めていく。 

・創立者の建学の精神を継承し、その息吹を肌で感じることができる全人教育の拠

点、伝統ある本学園の歴史的所産を広く世間に公表する拠点、さらには、学園（学

生・生徒・園児・教職員・卒業生）および地域住民等の文化的交流が可能となる

中核的施設として設置された越原記念館のさらなる充実を図ることで、学内外へ

の周知に努める。 

 

［基準 1 の自己評価］ 

・大学の使命・目的及び教育目的の意味・内容の具体性と明確性について、学則、

履修要項、大学案内等に明確、簡潔に示され、なお、掲載されている媒体の趣旨

も一貫している。 

・学則で示された使命・目的は不変であるが、大学を取り巻く情勢、学生のニーズ

の変化や、時代の変化に対応することで、学科の改組、教育目的等の変更が適切

に行われている。 

・大学の使命・目的及び教育目的は、入学式や卒業式での学長式辞、全学始業総会
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や新任教職員のオリエンテーション等における学長挨拶で理解・支持されている。 

・三つのポリシーは大学の使命・目的および教育目的を反映させ、この策定及び改

定については、学部・学科で行い大学運営会議で確認され、教職員の関与・参画

が適切になされている。 

・大学の使命・目的及び教育目的は教育研究組織との整合性が保たれ、大学の Web

ページ、学園要覧、大学案内等、多様な機会を通して学内外へ周知されている。 
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基準 2．学生 

2－1 学生の受入れ 

2-1-① 教育目的を踏まえたアドミッションポリシーの策定と周知 

2-1-② アドミッションポリシーに沿った入学者受入れの実施とその検証 

2-1-③ 入学定員に沿った適切な学生受入れ数の維持 

 

（1）2－1 の自己判定 

基準項目 2－1 を満たしている。 

 

（2）2－1 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

2－1－① 教育目的を踏まえたアドミッションポリシーの策定と周知 

   (1) 教育目的を踏まえたアドミッションポリシーの策定 

・平成 22（2010）年度に、入学者受け入れ方針であるアドミッションポリシーをデ

ィプロマポリシー、カリキュラムポリシーともに制定することにより明確にした。

その制定以降も入試委員会において選抜方式の見直し・確認を行っている。大学

院についても同様にアドミッションポリシーを制定することにより、受け入れ方

針を明確にしている。【資料 2-1-1】 

・アドミッションポリシーは、「Ⅰ．学部・学科・専攻が求める学生像（教育目的・

人材育成目標、求める学生像）」、「Ⅱ．入試において評価する特性（学力の 3 要素

等）」、「Ⅲ．学部・学科・専攻が重視する特性」で構成されている。各選抜方式は、

それぞれに重視する評価特性の割合を示すことで、アドミッションポリシーを具

体的な入試に反映させている。大学院においても同様に、各選抜において重視す

る評価特性を明確化している。【資料 2-1-2】【資料 2-1-3】 

  (2) 教育目的を踏まえたアドミッションポリシーの周知 

・アドミッションポリシーは、本学を志願する受験生、保護者および高等学校教員

等に対して情報を提供する主要冊子である大学案内の「学部・学科・専攻インデ

ックス」、大学院案内において、取得できる資格・免許、めざす進路および学科・

専攻の特性を示すキーワードと共に掲出しており、学科・専攻を選択・志望する

ための重要情報として周知を図っている。大学案内は、オープンキャンパス、大

学見学会等、本学を訪れる受験生や、高校訪問、進学相談会、高校への出張講義

等においても配布している。【資料 2-1-4】 

・受験生へ配布する「学生募集要項」においても最初にアドミッションポリシーを

明示することで周知の徹底を図っている。【資料 2-1-2】、【資料 2-1-3】 

・大学ホームページのなかでも、三つのポリシーの相互関係を示し、アドミッショ

ンポリシーを具現化する各選抜方式とともに周知している。【資料 2-1-1】 

 

【エビデンス集】 

   【資料 2-1-1】大学ホームページ（3 つのポリシー） 

https://www.nagoya-wu.ac.jp/sogo/kokai/policy_dai_2018.html 

         【資料 F-13】と同じ 
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【資料 2-1-2】平成 30 年度 学生募集要項【資料 F-4】と同じ 

   【資料 2-1-3】平成 30 年度 大学院学生募集要項【資料 F-4】と同じ 

   【資料 2-1-4】平成 30 年度 大学案内【資料 F-2】と同じ 

 

2-1-② アドミッションポリシーに沿った入学者受入れの実施とその検証 

  (1) アドミッションポリシーに沿った入学者受入れの実施 

・各選抜方式は、アドミッションポリシーに沿い、学力の 3 要素[「知識」、「能力（思

考力、判断力、表現力）」、「態度（主体性、協働性、多様性）」]及び「志望度（関

心、意欲、入学意志）」の評価特性を学部・学科・専攻ごとにマトリクス化すると

共に、選抜方式ごとの募集人員枠を定め、受験生にとって分かりやすくなるよう

工夫している。【資料 2-1-5】【資料 2-1-6】 

(1)アドミッションズオフィス（AO）方式による入学試験 

AO 方式による入学試験は、食物栄養学科を除く学部・学科で実施されており、

学科の示すアドミッションポリシーを踏まえて策定された評価基準（出願書類

評価基準及び面接試験評価基準）により、学科が求める基礎的な能力や資質に

ついて評価している。また、合格者に対して実施する「入学前課題」は、各学

科のアドミッションポリシーに基づき、学科別に作成している。【資料 2-1-7】 

(2)推薦入学試験 

推薦入学試験には、指定校制推薦入学試験、公募制推薦入学試験がある。

指定校制推薦入学試験では、学部・学科のアドミッションポリシーを反映した

出願書類と面接試験による評価、公募制推薦入学試験ではこれに加え、基礎学

力試験により評価している。大学入学時点で、学科が求める内容で構成した基

礎学力試験を設けることで、一定の学力水準を保っている。 

(3)資格優遇選抜、特別選抜 

資格優遇選抜は、学科・専攻で定めた資格またはスキルを優遇する試験で

ある。学科のアドミッションポリシーを反映した資格またはスキル、面接試験、

調査書で総合評価している。特別選抜は、社会人、帰国生、外国人留学生を対

象に行う入学試験であり、学科のアドミッションポリシーを反映した事前調査、

基礎学力試験、小論文、面接試験により評価している。 

(4)一般入学試験（ I 期・Ⅱ期 ） 

一般入学試験は、大学教育を受けるにふさわしい基礎学力を測る入学者選

抜である。選択科目の指定は、学部・学科アドミッションポリシーを反映させ

ることにより異なっている。 

(5)大学入試センター試験利用( I 期・Ⅱ期 )・センタープラス方式 

大学入試センター試験利用入学試験は、一般入学試験と同様、大学教育を

受けるにふさわしい基礎学力を測る入学者選抜である。試験科目や配点の設定

において各学科のアドミッションポリシーを反映している。 

(6)編入学試験 

食物栄養学科を除く学科において、3 年次編入学試験を実施している。本試

験は本学園の短期大学部での学びを基に更なる知識と技術の修得を目指す学
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生を受入れるものであり、学科のアドミッションポリシーを反映している。 

(7)大学院入学試験 

食物栄養に関する知識や技能を備えた志願者を面接および小論文等により、

アドミッションポリシーに沿って受入れる入学試験である。 

 

・入学者選抜は、入試広報課が作成する選抜原案を学科会議、教授会で審議し、最

終決定は学長、学部長、学科長、法人本部長、学生支援センター長、入試広報セ

ンター長、入試広報課長で構成する入学者選抜委員会において行っている。【資料

2-1-8】 

・入試問題の作成については、入試委員会規程に則り、各教科入試問題責任者を中

心にグループで問題作成に当たっている。【資料 2-1-9】 

・選抜方式は原則として学部・学科・専攻共通としている。ただし、一部の選抜方

式については学科特性、アドミッションポリシーを反映して学科間に差異がある。 

【資料 2-1-52】 

（例）AO 選抜、資格優遇選抜・・・食物栄養学科では実施しない 

理系 2 科目（指定校制推薦、一般入試Ⅰ期、センター試験利用Ⅰ期） 

・・・食物栄養学科のみ実施  

・選抜方式は表 2-1-1 に示す通りであり、アドミッションポリシーに沿った入学者

の受入れに努めている。 

＜表 2-1-1 選抜方式＞ 

ＡＯ選抜 
 

本学の学園訓、教育理念等を理解し、志望する学科・専攻の求める学
生像に合致する人物であるかについて、高校での学習状況等に関する
評価、エントリーカードおよび個別面接により判断し、選抜する。 

指定校制推薦 本学の学園訓、教育理念等を理解し、志望する学科・専攻の求める学
生像に合致する人物であることが在籍する高校長によって保証されて
いること、その上で高校での学習状況等に関する評価および面接によ
り判断し、選抜する。 

公募制推薦 本学の学園訓、教育理念等を理解し、志望する学科・専攻の求める学
生像を満たしているかについて、高校での学習状況等に関する評価、
面接、基礎学力検査により判断し、選抜する。 

資格優遇選抜 
 

志望する学科・専攻が定めた資格・スキルを有することを前提として、
本学の学園訓、教育理念等を理解し、志望する学科・専攻の求める学
生像に合致しているかについて、高校での学習状況等に関する評価、
エントリーカードおよび個別面接により判断し、選抜する。 

特別選抜 
社会人 

本学の学園訓、教育理念等に共感し、高い勉学意欲および適性を持っ
ていることを、面接および小論文等により判断し、選抜する。 

特別選抜 
帰国生 

本学が定める出願資格を満たしたうえで、本学の学園訓、教育理念等
を理解し、高い勉学意欲および適性を持っていることを、面接および
小論文等により判断し、選抜する。 

特別選抜 
外国人留学生 

本学が定める出願資格を満たしたうえで、本学の学園訓、教育理念等
を理解し、高い勉学意欲および適性を持っていること、加えて水準以
上の日本語能力であることを面接および小論文等により判断し、選抜
する。 

一般入試 
 

高校までに身につけた学力について、高校での学習状況等に関する評
価および本学の入学試験の成績に基づき、志望する学科・専攻の教育
を受けるに相応しい知識および能力があるかを判定し、選抜する。 
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センター試験利
用 
 

高校までに身につけた学力について、高校での学習状況等に関する評
価およびセンター試験の成績に基づき、志望する学科・専攻の教育を
受けるに相応しい知識および能力があるかを判定し、選抜する。 

センタープラス 
 

高校までに身につけた学力について、高校での学習状況等に関する評
価および本学の入学試験およびセンター試験の成績に基づき、志望す
る学科・専攻の教育を受けるに相応しい知識および能力があるかを判
定し、選抜する。 

編入学試験 本学短期大学部学生のみを対象としており、外部からの受入れは行っ
ていない。志望する学科・専攻の求める学生像に合致する人物である
ことを、エントリーカードおよび面接により判断し、選抜する。 

大学院 
一般入学試験 

志望する研究科・専攻の求める学生像を満たすことを書類、学力検査
（基礎英語）、面接、小論文等により判断し、選抜する。 

大学院・特別選抜 
社会人 

本学の学園訓、教育理念等に共感し、高い勉学意欲および適性を持つ
人物であることを書類、面接および小論文等により判断し、選抜する。 

大学院・特別選抜 
外国人留学生 

本学の定める出願資格を満たしたうえで、本学の学園訓、教育理念等
を理解する、高い勉学意欲および適性、水準以上の日本語能力を持つ
人物であることを書類、面接および小論文等により判断し、選抜する。 

 

  (2) アドミッションポリシーに沿った入学者受入れの検証 

・アドミッションポリシーに沿った入学者受入れが行われているかの検証は、入学

生への「大学生基礎力テスト」によって確認され、その結果は 1 年次からの指導

参考資料として活用されているほか、各学科の個別面談により適切なサポートが

行われている。また、卒業時アンケート（予習・復習時間、教育理念・目的の意

識、満足度）や、留年率、退学率、就職率などにより三つのポリシーの検証を行

っていることから、アドミッションポリシーに沿った入学者受入れの検証も適正

に行われている。【資料 2-1-10】【資料 2-1-11】 

・平成 29（2017）年度より、学長特別奨学生の制度を設け、一般入学試験、センタ

ー試験利用、センタープラス方式については、志望する学科・専攻の求める学生

像を満たし、奨学生としてふさわしい「態度」および「志望度」である学生を選

考し、特別奨学金を支給している。【資料 2-1-12】 

  

【エビデンス集】 

   【資料 2-1-5】平成 30 年度 学生募集要項【資料 F-4】と同じ 

   【資料 2-1-6】平成 30 年度 大学院学生募集要項【資料 F-4】と同じ 

【資料 2-1-7】入学前教育課題一覧表 

【資料 2-1-8】名古屋女子大学 入学者選抜規程【資料 1-2-38】と同じ 

   【資料 2-1-9】名古屋女子大学 入試委員会規程【資料 1-2-37】と同じ 

   【資料 2-1-10】2018 年度大学生基礎力テスト結果報告書 

   【資料 2-1-11】卒業時アンケート及びその分析結果【資料 1-2-13】と同じ 

   【資料 2-1-12】学長特別奨学生募集要項 

 

2-1-③ 入学定員に沿った適切な学生受入れ数の維持 
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・家政学部、文学部とも、入学定員に対する入学者の平均比率が 88％となっている。

家政学部では、食物栄養学科が安定的に定員充足しているが、生活環境学科 86％、

家政経済学科 59％と定員を充足していない。文学部は、児童教育学科幼児保育学

専攻が 100％であるのに対し、児童教育学科児童教育学専攻が 73％に留まってい

る。また、大学院は入学定員、収容定員とも満たしていない。（表 2-1-2）【デー

タ編 共通基礎様式２と同じ】【資料 2-1-13・14】 

 

＜表 2-1-2 学部、学科別の志願者数、合格者数、入学者数、在籍学生数の推移＞ 

学
部
名

学
科
名

項目 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度
入学定員に対す

る平均比率

志願者数 0 0 0 0 0
合格者数 0 0 0 0 0
入学者数 0 0 0 0 0
入学定員 6 6 6 6 0

入学定員充足率 0% 0% 0% 0% #DIV/0!
在籍学生数 0 0 0 0 0
収容定員 12 12 12 12 0

収容定員充足率 0% 0% 0% 0% #DIV/0!
志願者数 0 2 2 3 0
合格者数 0 2 2 3 0
入学者数 0 2 2 2 0
入学定員 6 6 6 6 6

入学定員充足率 0% 33% 33% 33% 0%
在籍学生数 2 2 4 4 2
収容定員 12 12 12 12 12

収容定員充足率 17% 17% 33% 33% 17%

志願者数 0 2 2 3 0
合格者数 0 2 2 3 0
入学者数 0 2 2 2 0
入学定員 12 12 12 12 6

入学定員充足率 0% 17% 17% 17% 0%
在籍学生数 2 2 4 4 2
収容定員 24 24 24 24 12

収容定員充足率 8% 8% 17% 17% 17%

平成30年度
より募集停止

生
活
学
研
究
科

食
物
栄
養
学
専
攻

修
士
課
程

20%

大　学　院　合　計
10%

備　考

大
学
院

生
活
学
研
究
科

生
活
環
境
専
攻

修
士
課
程

#DIV/0!

 
 

学
部
名

学
科
名

項目 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度
入学定員に対す

る平均比率

志願者数 808 905 790 736 713
合格者数 389 470 469 474 512
入学者数 149 175 171 168 166
入学定員 160 160 160 160 160

入学定員充足率 93% 109% 107% 105% 104%
在籍学生数 657 648 650 660 675
収容定員 640 640 640 640 640

収容定員充足率 103% 101% 102% 103% 105%
志願者数 361 291 252 260 321
合格者数 298 244 198 210 274
入学者数 77 74 53 65 74
入学定員 80 80 80 80 80

入学定員充足率 96% 93% 66% 81% 93%
在籍学生数 367 332 301 265 255
収容定員 320 320 320 320 320

収容定員充足率 115% 104% 94% 83% 80%
志願者数 227 234 159 135 223
合格者数 187 186 126 109 190
入学者数 55 52 39 40 49
入学定員 80 80 80 80 80

入学定員充足率 69% 65% 49% 50% 61%
在籍学生数 281 251 212 186 184
収容定員 320 320 320 320 320

収容定員充足率 88% 78% 66% 58% 58%

志願者数 1,396 1,430 1,201 1,131 1,257
合格者数 874 900 793 793 976
入学者数 281 301 263 273 289
入学定員 320 320 320 320 320

入学定員充足率 88% 94% 82% 85% 90%
在籍学生数 1,305 1,231 1,163 1,111 1,114
収容定員 1,280 1,280 1,280 1,280 1,280

収容定員充足率 102% 96% 91% 87% 87%

備　考

食
物
栄
養
学
科

104%

学　部　合　計
88%

家
政
経
済
学
科

59%

家
政
学
部

生
活
環
境
学
科

86%
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学
部
名

学
科
名

項目 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度
入学定員に対す

る平均比率

志願者数 582 598 537 429 436
合格者数 464 513 437 367 369
入学者数 81 96 100 78 80
入学定員 120 120 120 120 120

入学定員充足率 68% 80% 83% 65% 67%
在籍学生数 389 367 382 354 350
収容定員 400 440 480 480 480

収容定員充足率 97% 83% 80% 74% 73%
志願者数 779 775 652 551 530
合格者数 518 509 523 464 449
入学者数 159 171 155 172 142
入学定員 160 160 160 160 160

入学定員充足率 99% 107% 97% 108% 89%
在籍学生数 603 641 647 651 628
収容定員 560 600 640 640 640

収容定員充足率 108% 107% 101% 102% 98%
志願者数 0 0 0 0 0
合格者数 0 0 0 0 0
入学者数 0 0 0 0 0
入学定員 0 0 0 0 0

入学定員充足率 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
在籍学生数 88 42 1 0 0
収容定員 120 60 0 0 0

収容定員充足率 73% 70% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

志願者数 1,361 1,373 1,189 980 966
合格者数 982 1,022 960 831 818
入学者数 240 267 255 250 222
入学定員 280 280 280 280 280

入学定員充足率 86% 95% 91% 89% 79%
在籍学生数 1,080 1,050 1,030 1,005 978
収容定員 1,080 1,100 1,120 1,120 1,120

収容定員充足率 100% 95% 92% 90% 87%

平成25年度
より募集停止

備　考

国
際
英
語
学
科

#DIV/0!

文
学
部

児
童
教
育
学
科

幼
児
保
育
学
専
攻

100%

児
童
教
育
学
科

児
童
教
育
学
専
攻

73%

学　部　合　計
88%

 

 

 １．家政学部 

・食物栄養学科 

平成 26(2014)年度は、定員 1.1 倍超過のリスクを避けることを最優先するため、

合格人数を絞り込み、最終的に補欠の繰上げ合格により定員充足させる方針とし

たが、合格者に対する入学率が下がり、初めて募集定員充足に至らなかった。平

成 27(2015)年度以降の募集では入学率を下限予測することにより定員を充足し

た。 

・生活環境学科 

 家政学系として、住環境及び衣環境の学びを志向する学生を集める学科として定

着している。平成 25（2013）年度まで安定的に定員充足してきたが（平成 22 年

度 117、平成 23 年度 105、平成 24 年度 82、平成 25 年度 100）、平成 26(2014)年

度以降は志願者数の減少等により入学者数が減少し、平成 28（2016）年度からは

収容定員充足率が 100％未満となっている。同じ家政学系の家政経済学科が併設

されているため、家政学全般を学びたい志願者が分散し、両学科とも定員充足に

至っていないと考えられる。 

・家政経済学科 

 平成 25(2013)年度募集より定員を確保できていない（入学者数 72）。幅広く家政

学を学ぶというコンセプトが、昨今の資格取得志向に充分対応しきれない結果と

考えられる。 

 

２．文学部 

・児童教育学科児童教育学専攻 

 定員を 80 から 120 にした平成 25(2013)年度以降募集定員を満たしていない。（入
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学者数 108）少子化等のため小学校教員への志望増加が見込めないこともあり、

平成 27(2015)年度募集では「初等教育コース」及び「幼児教育コース」の 2 コー

ス制とし、募集改善を図ったが、平成 29（2017）年度からも 80 名程度の入学者

となり、募集定員を満たしていない。 

・児童教育学科幼児保育学専攻 

 保育士志望の流れを受けて堅調な募集を続けている。定員 1.1 倍を超えないよう

合格数の制限を行い、定員不足が生じる可能性がある場合は補欠の繰上げ合格で

定員を満たす方針としている。 

・大学院生活学研究科 

 平成 26(2014)年度以降 2～4 名の入学者数であり、定員を満たしていない。 

 

【エビデンス集】 

【資料 2-1-13】学部、学科別の志願者数、合格者数、入学者数の推移（過去 5 年

間）【データ編 表 2-1】と同じ 

【資料 2-1-14】大学院研究科の入学者数の内訳（過去 3 年間） 

【データ編 表 2-3】と同じ 

 

（3）2－1 の改善・向上方策（将来計画） 

・平成 31(2019)年 4 月、健康科学部看護学科（定員 80 人）を設置し、併せて家政学

部食物栄養学科を「健康科学部健康栄養学科」に改組するための設置認可申請を行

う。 

・家政経済学科（定員 80 人）については、平成 31(2019)年度から学生募集を停止し、

その定員を新設の看護学科定員（80 人）に充てることで、大学全体の定員数 600

人を維持する。 

・生活環境学科については、家政経済学科志望者の受け皿としても機能させるため、

家政経済領域（ビジネス・情報）も組み入れたカリキュラムに再編する予定である。 

・児童教育学科については、平成 30(2018)年度より中学校教諭一種免許状（国語）

の取得を可能としており、学生募集力の強化を図っている。平成 33(2021)年度に

改組・定員変更を予定している。 

・平成 33(2021)年度には健康科学部の新学科としてリハビリテーション学科（理学

療法士、作業療法士）の設置を予定している。（定員 80 人） 

・大学院は、研究科の名称変更や教育課程の見直しを図る。 

 

 

2－2 学修支援 

2-2-① 教員と職員等の協働をはじめとする学修支援体制の整備 

2-2-② TA(Teaching Assistant)等の活用をはじめとする学修支援の充実 

 

（1）2－2 の自己判定 

基準項目 2－2 を満たしている。 
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（2）2－2 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

2-2-① 教員と職員等の協働をはじめとする学修支援体制の整備 

１．学修支援実施体制 

・学生の学修支援については、学生支援センター教学支援部門が中心となり、学生

の履修相談等にきめ細かく対応している。また、各学部・学科・専攻ではクラス

単位で教員が指導する「指導教員制」を採用している。クラス指導教員は学生の

履修状況や成績を把握し、適切な指導を行うなど、学修上の支援や学生生活上の

助言を行う役割を担っている。また、技術職員も補助として学年・クラスに配置

し、きめ細かい学修支援を行っている。【資料 2-2-1】【資料 2-2-2】 

・クラス指導教員は技術職員と協働し、学年の始めにオリエンテーションを実施し、

履修指導や学修方法に関わる指導を行っている。【資料 2-2-3】【資料 2-2-4】 

・卒業研究等を担当しているゼミ指導教員もクラス指導教員とともに資格取得やキ

ャリア指導を含む学修支援にあたっている。【資料 2-2-5】 

・欠席が目立ったり、単位が十分取得できていなかったり、修学意欲が低下してい

ると思われる学生の情報は実習等の専門科目担当教員による打合せや学科会議で

共有し、問題のある学生を早めにケアしているほか、成績不振者（成績順位下位

10％の学生）に対する指導の強化も図っている。精神的に不安定な学生や留年者

に対し、クラス指導教員と学生支援センター及び学生相談室が協働して指導を行

い、中途退学などの防止に努めている。【資料 2-2-6】【資料 2-2-7】 

２．オフィスアワー制度 

・全教員が、研究室に必ず在室する「オフィスアワー」を設け、その時間帯を学生

支援センター前の掲示板に掲示し、授業内容やその他学修に関する学生の様々な

相談を受け付けている。なお、教員はこの時間帯以外でも必要に応じ学生に対応

している。非常勤講師についても、授業の前後にて非常勤講師室で学生からの質

問に応じている。【資料 2-2-8】【資料 2-2-9】 

３．留学生支援 

・留学生支援については、海外交流室を設け、協定校等との間で留学生の送り出し

受け入れを行っている。また、短期留学生受け入れにあたっては、受け入れ学科

教員が日本語および日本文化に関する教育プログラムを組み対応している。留学

生を受け入れている学科では学生支援センターと協働し、情報を共有するととも

に学修支援を行っている。【資料 2-2-10】 

４．障害のある学生への配慮 

・衛生管理室では、学生が入学後に提出する「学生保健カード」をもとに、障害手

帳交付の有無や、その他の疾病・症状に関する状況を把握し、入学後にその内容

について学生と面談し詳細を把握・確認している。面談時に、必要な支援を学生

と共に考え、実際の具体的支援に繋げていけるよう面談結果を踏まえ、「疾病リス

ト」等で必要な情報を指導教員に連絡している。【資料 2-2-11】【資料 2-2-12】 

・平成 30(2018)年 4 月より、障害のある学生に対する差別的取扱いの解消を推進す

ることを目的とし、「名古屋女子大学における障害学生支援に関するガイドライ
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ン」を制定した。それに伴い、「疾病・障害等にかかる支援・配慮希望申請書・同

意書」の運用を開始し、衛生管理室は学生が合理的配慮の希望を明示するための

窓口として申請書の配布・説明・面談を受け付けている。また、半期に一度、学

科教員が「疾病・障害等にかかる学生に対する支援状況の報告書」を衛生管理室

に提出することで、障害学生支援等の状況を具体的に把握している。【資料

2-2-13】【資料 2-2-14】【資料 2-2-15】 

・初年次の越原学舎研修前に、衛生管理室が障害やアレルギーなどの配慮が必要な

学生の状況を把握し、学生支援センター学生生活部門、クラス指導教員が情報を

共有し支援している。また、授業で特別な配慮が必要とされる学生は、衛生管理

室が学科長を通じて該当授業担当教員に配慮の要請を行っている。 

 ５．退学・停学・留年の実態、原因分析と改善  

・問題を抱え退学や留年のおそれのある学生の情報を、クラス指導教員や実習等の

専門科目担当教員による打合せや学科会議で共有し、学科全体で対応できる体制

を作っている。留年した学生に対しては履修指導を中心に、卒業に向けての指導

を行っている。過去 3 年間、停学者はいない。【資料 2-2-16】、【資料 2-2-17】 

６．図書館の利用指導 

・学術情報センター大学図書館では、教職協働のもと、以下の利用指導を実践して

いる。【資料 2-3-18】 

＜入学時＞ 

オリエンテーション時に学術情報センターの利用説明や図書館利用指導をクラス

単位で行っている。また、レポートや論文作成のための情報検索等の基本指導を

行っている。 

＜1 年次＞ 

入試広報課が実施する「自己発見テスト」と連携し、フォロー講座のなかで、関

連資料の紹介及び利用方法などを学科単位で指導している。 

＜3 年次＞ 

卒業研究のための文献の検索方法や、ICT 機器の使い方を関連する科目やゼミに

おいて指導を支援している。 

＜実習前指導＞ 

家政学部・文学部の教育実習や介護等体験、食物栄養学科臨地実習の事前指導と

して、関連資料を紹介している。 

＜就職活動時＞ 

就職活動をする学生を対象に、キャリアデザイン演習等の関連授業と連携し企業

等の情報の検索・収集講習を実施している。また、学生支援センターキャリア支

援部門と協働し、学内企業展の中で就職活動に関わる情報収集データベース利用

講座を実施している。 

・平成 25(2013)年度より「名女大読書プロジェクト」を展開し、学生の読書を支援

している。このプロジェクトは、読書感想文コンクール、学生主体の読書イベン

ト、学生選書ツアーや図書館ボランティア活動であり、読書習慣の醸成に寄与し

ている。また、学生が主体的に関わる場を提供することにより、社会性を養う機
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会を設けている。さらに、平成 26(2014)年度より読書支援の強化のため、学科教

員からの推薦図書と推薦文、読書記録記入用紙で構成された冊子（「読書 Diary」）

を作成し、学生に配布している。特に１年生には年間 2 回読書記録を提出させて

いる。優秀な学生には読書感想文コンクールへ応募するよう奨励したり、図書館

内に展示したりすることによる情報共有を行っており、学生の興味関心の向上に

貢献している。また、学生による図書館サポーターを創設し、学生による図書館

運用や在学生への広報活動など、主体的活動を展開している。【資料 2-3-19】 

・平成 22(2010)年度より、AO 入試、推薦入試で合格した入学予定者について、入学

前より大学図書館の利用を可能にし、事前学習の場を提供している。また、各学

科より提示された入学前課題資料を複本整備し、対象者への貸し出しを行ってい

る。入学前から大学の学習環境に慣れることで学生生活への円滑な接続にもなっ

ている。【資料 2-3-20】 

・高大連携事業として、平成 24(2012)年度より、名古屋女子大学高等学校 1、2 年

生を対象に、中高図書館とも連携し「大学入学前図書館指導」を実施している。

また、 

・ネットワーク環境を用いた学習支援のため、学内のコンピュータ演習室などの PC

は全て学内 LAN に接続し、LMS（Learning Management System）やインターネッ

トを通じて学習や研究に必要な情報へアクセスできるシステムを構築している。

平成 27（2015）年度には全学部で高速なインターネット回線に直接アクセスでき

るようになった。また、平成 29（2017）年度より、LMS に学修 e ポートフォリオ

機能を搭載し、家政学部を中心に利用している。なお、LMS は学外からも利用で

きるようにもしている。【資料 2-3-21】【資料 2-3-22】【資料 2-3-23】 

 

【エビデンス】 

【資料 2-2-1】学生生活の手引き HABATAKI 2018（18 ページ）【資料 F-5】と同じ 

【資料 2-2-2】平成 29 年度指導教員一覧 

【資料 2-2-3】初年次教育用テキスト「大学で学ぶということ」 

【資料 1-1-7】と同じ 

【資料 2-2-4】新入生オリエンテーション計画表 

【資料 2-2-5】ゼミ募集案内 

【資料 2-2-6】学科会議議事録・専攻打ち合わせ記録 

【資料 2-2-7】成績不振者への履修指導について 

【資料 2-2-8】初年次教育テキスト「大学で学ぶということ」（12 ページ） 

             【資料 1-1-7】と同じ 

【資料 2-2-9】オフィスアワー一覧 

【資料 2-2-10】留学ハンドブック 

【資料 2-2-11】学生保健カード 

【資料 2-2-12】学生保健カードを基に作成する疾病者リスト 

【資料 2-2-13】名古屋女子大学における障害学生支援に関するガイドライン 

【資料 2-2-14】疾病・障害等にかかる支援・配慮希望申請書・同意書 
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【資料 2-2-15】疾病・障害等にかかる学生に対する支援状況の報告書 

【資料 2-2-16】学科会議議事録 

【資料 2-2-17】退学者及び留年者数を示す資料 

【資料 2-3-18】平成 29 年度図書館利用指導一覧 

【資料 2-3-19】平成 29 年度図書館による学生主体的活動報告 

【資料 2-3-20】大学入学前図書館利用登録者数 

【資料 2-3-21】システム構成図 

【資料 2-3-22】LMS 実施一覧 

【資料 2-3-23】学修 e ポートフォリオマニュアル 

 

 2-2-② TA(Teaching Assistant)等の活用をはじめとする学修支援の充実 

・名古屋女子大学ティーチング・アシスタント実施要項に基づき、名古屋女子大学

大学院に在学する学生に対し、教育的配慮のもとに学部学生に対し教育補助業務

を行わせることにより、学生が将来の大学・短大教育の指導者としての訓練の機

会提供を図る制度がある。【資料 2-2-24】 

・教育研究活動を支援するため、技術職員や教務嘱託が TA として実験・実習等の授

業補助をしている。技術職員は授業補助の他、実験・実習室の備品や薬品等の管

理、学生の学修支援や学科運営の補助なども行っており現在 14 人いる。教務嘱託

は、授業補助だけを担当する非常勤で現在 10 人いる。補助のある授業は、家政学

部で 78 科目（167 コマ）、文学部で 19 科目（48 コマ）となっている。また、技

術職員は教員とともに、越原学舎研修、臨地実習、国家試験対策、教育実習、保

育実習、介護等体験、就職指導、卒業論文発表会などにおいて学生の指導補助を

行っている。【資料 2-2-25～27】 

＜表 2-2-1 授業補助＞ 

授業補助科目数 
   

授業補助者数 
   

学部 学科 
科目

数 

コマ

数  
学部 助手 

技術

職員 

教務

嘱託 

大学院

生ＴＡ 

家政学

部 

食物栄養学科 24 91 
 

家政学部 0 11 3 0 

生活環境学科 36 56 
 

文学部 0 3 7 0 

家政経済学科 16 16 
      

複数学科開講 2 4 
      

合計 78 167 
      

文学部 

児童教育学専攻 12 20 
      

幼児保育学専攻 7 28 
      

複数学科開講 0 0 
      

合計 19 48 
      

 

【エビデンス集】 

【資料 2-2-24】名古屋女子大学ティーチング・アシスタント実施要項 
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【資料 2-2-25】演習、実験・実習科目への TA 配置（表） 

【資料 2-2-26】平成 29 年度 家政学部 3 学科 技術職員業務分担一覧 

【資料 2-2-27】平成 29 年度 文学部 2 学科 技術職員業務分担一覧 

 

（3）2－2 の改善・向上方策（将来計画） 

・オフィスアワー制度のさらなる充実に向け、学生の積極的な利用を推進する。 

 ・クラス指導教員によりクラス単位で障害のある学生への配慮が行なわれているが、

個人情報も含まれるため衛生管理室が情報の集約を行い、各授業担当教員との協

働をすすめ連携体制を強化していく。合理的配慮が必要な学生に関しては、大学

全体としての公平性が担保されるよう、各学科の事例の集積を行い、教職員間で

の情報共有ができるように実施体制を整えていく。 

・学術情報センターでは、さらに教員と職員の協働を深め、学修支援体制の強化を

図っていく。 

・家政学部、文学部とも、一部の技術職員に過度の負担がかからないよう、年度ご

との状況を見て業務を調整していく。 

・管理栄養士養成施設である食物栄養学科の実験・実習・演習科目では、担当教員

と管理栄養士の資格を持つ技術職員の協働体制で1クラス40名ごとに授業を実施

しており、平成 31（2019）年度からの学科改組（健康科学部健康栄養学科）にお

いても引き続き、きめ細かい指導を充実・強化していく。 

・児童教育学科では理科、美術・造形関係科目において、授業担当教員と連携して、

技術職員が実験の準備や造形材料の準備などの補助をしており、授業における教

育効果を高めているが、引き続きこれを充実させていく。 

 

 

2－3 キャリア支援 

2-3-① 教育課程内外を通じての社会的・職業的自立に関する支援体制の整備 

 

（1）2－3 の自己判定 

基準項目 2－3 を満たしている。 

 

（2）2－3 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

2-3-① 教育課程内外を通じての社会的・職業的自立に関する支援体制の整備 

・建学の精神および教育の目的を踏まえ、学士課程教育、キャリア支援、オープン

カレッジを有機的に連携した独自の｢キャリアデザインプログラム｣を平成 16

（2004）年度から導入し、学生のキャリア形成と自主的な進路選択を促進する体

制を構築している。【資料 2-3-1】 

・キャリアデザインプログラムの特徴は、入学から卒業後までを見据えた 3 段階の

構成による体系的な支援を推進するところにある。すなわち、入学時から 2 年次

にかけては自己と社会の関わりの理解を深めさせることで、将来の進路決定に対

する動機付けを行っている。3 年次から具体的な就職活動に向けた職業意識の高
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揚と社会人としてのマナーを身に付けさせつつ、学生の進路に応じた個別指導に

重点を置いている。卒業後は同窓会との連携により卒業生に対して求人情報の提

供や個別相談等により多角的な支援を行っている。こうしたプログラムにより、

女性としての人生設計、キャリア形成を主体的に行う能力の涵養を図っている。

これらの運用には、キャリア支援委員会、キャリア支援部門及びオープンカレッ

ジを所掌する入試広報課があたっている。【資料 2-3-1】 

・本学独自のキャリアデザインプログラムに基づくキャリア支援体制とその運用に

おける教職員の連携の成果として、就職希望者に対する就職率は平成 29(2017)年

度には家政学部 98.0%、文学部では 100%、大学全体として 99.0%と、全国的に見

ても高い水準に到達した。このことは『親子で探す 就職力で選ぶ大学 2017 平

成 28 年 8 月 10 日（朝日新聞出版）』の特集記事「就職に強い大学」のなかで、独

自のキャリアデザインプログラムを導入して女性のキャリア形成をトータルに支

援していると紹介され、評価されている。【資料 2-3-2～6】 

・キャリア支援委員会は、キャリア支援に関する大綱を策定し、企画・運営の推進

力となる組織であり、各学部・学科から選出された教員と関係する職員をもって

構成し、年間 5 回程度の開催を通じて就職活動状況等に関する情報を共有するこ

とにより、教員とキャリア支援部門との有機的連携を図っている。【資料 2-3-7】 

 

１．キャリア支援部門 

・キャリア支援部門の業務は、以下の通りである。【資料 2-3-5～13】 

1) 学生のキャリア指導及び求人情報提供に関すること 

・就職・進路に関する指導・助言 

・履歴書、エントリーシート作成のための文章指導、面接指導 

・3年次を対象とする進路登録カードと4年次を対象とする進路状況調査による全

学生の進路希望等の把握 

・「キャリア支援オフィスホームページ」を通じた就職支援情報の提供 

・主に3年次を対象とした職業意識の段階的向上を図るキャリアガイダンスの企

画・運営 

・就職活動のためのメイクセミナー、グループディスカッション対策セミナー、

筆記試験対策セミナーの企画・運営 

・教員採用試験説明会の企画・運営 

・就職が内定した学生及び卒業生を対象とする社会人基礎力養成セミナーの企

画・運営 

 

＜表2-3-1 キャリアガイダンス、各種セミナー等の概要＞ 

名  称 実施時期 内     容 

第1回キャリアガイダンス 7～9月 進路選択の方法、就職活動の概要 

第2回キャリアガイダンス 
10月 

自己分析の要領 

内定者フォローセミナー 社会人として知っておくべき労働関係法等 
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第3回キャリアガイダンス 

11～12月 

履歴書等の書き方 

第4回キャリアガイダンス 
就職活動を経験し現役で活躍する卒業生との

懇談 

第5回キャリアガイダンス 

12～2月 

就職活動に必要なマナー 

就職活動 

メイクアップセミナー 
就職活動で大切なナチュラルメイクの基準 

グループディスカッション 

対策セミナー 
グループディスカッションの体験 

筆記試験対策セミナー 筆記試験の内容説明・模擬体験 

学内就職合同説明会 3月 
一般企業、官公庁等、約140の事業所を招聘し

た学内での事業内容・求人に関する説明会 

・各種就職試験対策、公務員試験対策書籍等の整備と貸し出し 

・企業求人情報検索システム（J-NET）を利用した求人情報の提供及び同システム

を利用できるパソコン4台とプリンター1台の常設 

・求人票・進学情報の掲示及びファイルの整備と閲覧コーナー、コピー機の常設 

・企業等から送付されたパンフレット類を自由配布するコーナーの設置・更新 

2) 求人先の開拓に関すること 

・求人情報を依頼する約2,300企業の年度ごとの更新・選定と依頼 

・年間に来訪する約400の事業所の採用担当者からの情報収集 

3) 学生の就職関係の調査及び統計に関すること 

・就職から3年以内での離職率が高いとされる一般的状況に鑑み、就職から2年を

経過した卒業生を対象として毎年実施するアンケートによる就業状況、卒業後

の成長度の把握 

・本学卒業生の就職先事業所を対象として、3年ごとに実施するアンケートによる

卒業生に対する評価の把握 

・上記に基づく分析評価による本学学生の強み・弱み、事業所が求める人物像、

必要とされる資質･能力の把握 

4) 就職関係資料の作成、印刷に関すること 

・キャリアデザインプログラムの作成・更新と入学年次の学生への配布 

・キャリアハンドブックの作成・更新と就職活動年次の学生への配布 

5) インターンシップに関すること 

・夏期及び春期のインターンシップ参加に対応するため、説明会と前期参加者の

成果発表を兼ねたインターンシップガイダンスの企画・運営 

・インターンシップ参加者のためのマナーセミナーの企画・運営 

・インターンシップ参加学生の成果をまとめた報告集の整備 

・インターンシップ参加者数の推移については、表に示す通りである。（表2-3-2） 

 

＜表2－3－2 インターンシップ参加者数＞ 
 H24 H25 H26 H27 H28 H29 

家政学部 食物栄養学科 1 1 3 19 15 23 

家政学部 生活環境学科 8 10 4 46 23 31 

家政学部 家政経済学科 9 11 16 30 34 33 

文 学 部 国際英語学科（H28.9廃止） 7 2 1    
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文 学 部 児童教育学科 児童教育学専攻 4 0 0 0 3 1 

文 学 部 児童教育学科 幼児保育学専攻 2 0 0 1 0 2 

計 31 24 24 96 75 90 

２．学部・学科 

１）家政学部 

・食物栄養学科のキャリアデザインプログラムでは、まず、1 年次に「キャリア入

門」において自立につながる大学での学びとキャリア形成について学修する。2

年次ではアメリカにおける管理栄養士の活動を学ぶ「栄養士海外研修」を開講し

ている。4 年次では、「食物栄養学特論」、「管理栄養士総合演習」において 4 年間

の学修内容を総合して管理栄養士に必要な知識を確認し管理栄養士資格取得を支

援している。また、1 年次に実施している「大学基礎力レポート」をもとに将来

の就職に向けての動機付けを行っている。 

学生支援センターキャリア支援部門により、2,3 年次における夏季・春季イン

ターンシップ、3 年次におけるキャリアガイダンス（管理栄養士として活躍する

卒業生との懇談会など年間 5 回開催）、4 年次における実践的な就職活動支援、学

内企業展開催（管理栄養士・栄養士採用企業）、求人案内等の支援が行われている。

さらに、管理栄養士国家試験対策年間計画に基づき、卒業生や外部講師による特

別講義の開催、夏期補習、200 問模擬試験を実施することで、管理栄養士資格取

得に向けたモチベーションの向上、国家試験合格を支援している。【資料 2-3-14

～21】 

・生活環境学科および家政経済学科では、学生の就職活動をサポートするキャリア

デザインプログラムを各学年で実施している。まず、1 年次では将来の就職に向

けての動機付けとしての基礎力レポートおよびフォロー講座の実施、その他とし

て担当教員による初年次教育、キャリア入門の授業がある。2・3 年次共通の内容

としては、夏季および春季インターンシップの実施と、これに伴う事前研修と成

果発表会を実施している。また、3 年次には、「キャリアデザイン演習 1・2」にお

ける就職活動指導、年 5 回実施するキャリア支援部門担当の就職活動支援がある。

その他として、進路登録説明、業界研究セミナー、グループディスカッション対

策セミナー、就職活動相談会(就職未決定者対象)、筆記試験対策セミナーおよび

就職活動のためのメイクセミナーなどを実施している。4 年次では、進路調査を

年 3 回行うことで就職状況を把握している。また、キャリア支援部門と授業担当

教員およびキャリア支援委員会の教員が連携して、就職未内定者の把握と、求人

情報の提供および指導を随時行い、就職率の向上を目指す支援体制を取っている。 

社会的・職業的自立に関する支援体制として、各専門分野の教員による資格取

得のための指導が各学年の学習状況に応じて行われている。主な指導は生活環境

学科における二級および一級建築士受験資格・インテリアコーディネーター等の

住居関連資格取得指導、2 級テキスタイルアドバイザー資格取得指導であり、家

政経済学科における情報処理士・上級情報処理士の資格、ファイナンシャルプラ

ンニング技能士資格、簿記資格、秘書検定資格、サービス接遇検定資格に関する

取得指導である。また、学科共通の指導としてフードスペシャリスト資格とフー
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ドコーディネーター資格の取得指導が行われている。【資料 2-3-19・20】【資料

2-3-22～30】 

・家政学部全体の教職課程では、家庭科教諭（中・高）、栄養教諭を目指す学生に対

し教職課程の履修方法から教員免許状の取得に至るまでの各種指導を行うとと

もに、教員採用試験についてはガイダンス、出願の支援、特別プログラムを組ん

での対策など、教職担当の教員を中心に学生の支援を行っている。また、平成

29(2017)年度より従来の「教職履修カルテ」(以下、「履修カルテ」という。)を

電子化し、Web での作成・提出・蓄積を可能にしことにより、教職関連科目の学

修記録を蓄積することでより資質向上に努めている。【資料 2-3-31～34】 

２）文学部 

・児童教育学科では、オーストラリアの小学校・幼稚園において、英語で日本文化

などを教える 3 週間の教育実習「オーストラリア・スクールインターンシップ」

を平成 14(2002)年度から実施している。【資料 2-3-35】小学校教員採用試験対策

および公務員(保育職)採用試験対策としては、正課の授業と相乗的な効果を生む

ように正課外講座を開設している。【資料 2-3-36】平成 22(2010)年度入学生より

「履修カルテ」を導入し、小学校・幼稚園教諭の免許取得のための学びの記録を

累積している。【資料 2-3-37】履修カルテは年度ごとに学生が更新し、クラス指

導教員との面談において免許取得および就職に必要な学修の確認を行っている。

【資料 2-3-38】愛知県私立幼稚園連盟によるキャラバン隊と連携し、私立幼稚園

の概要や魅力を学生に伝える機会も設定している。【資料 2-3-39】また、平成

17(2005)年度から継続している教育特色化推進計画の一環として「ひまわりセミ

ナー」を開講し、小学校・幼稚園での教育実践力強化のために、教育・保育関係

専門家を招き、講演会やワークショップを実施してキャリア形成を目的とした独

自の対策講座を行っている。【資料 2-3-40】 

・キャリア支援部門と連携し、小学校、幼稚園、保育園などで働く卒業生を講師と

して招き、卒業後に活躍している先輩の姿を知る卒業生講演会を毎年実施してい

る。卒業後の自分の姿や目標を確認し、将来の希望に向けて学ぶ意欲を高めてい

る。【資料 2-3-41】 

  ・学生会サークルの教育問題研究会として、児童教育学専攻では「リーフレット」

を平成 15(2003)年度に、幼児教育学専攻では「めばえ」を平成 29(2010)年度に結

成し、3 年生の後期から全員が所属して、学生主体で教職・保育職に就くための

準備を行っている。学生主体ではあるが、児童教育学科の全教員が全面的に協力

し、学生の夢の実現に向けて、採用試験などの筆記・実技試験対策、面接対策、

小論文指導などの支援を行っている。【資料 2-3-42】 

 

【エビデンス集】 

【資料 2-3-1】名古屋女子大学キャリアデザインプログラム（表） 

【資料 2-3-2】就職の状況【データ編 表 2-5】と同じ 

【資料 2-3-3】進路先の状況【データ編 表 2-6】と同じ 

【資料 2-3-4】進路決定状況（平成 27 年度～平成 29 年度） 
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【資料 2-3-5】主な就職先（平成 27 年度～平成 29 年度） 

【資料 2-3-6】親子で探す 就職力で選ぶ大学 平成 29 年 8 月 10 日（朝日新聞出

版） 

【資料 2-3-7】キャリア支援委員会議事録 

【資料 2-3-8】就職相談室等の状況【データ編 表 2-4】と同じ 

【資料 2-3-9】キャリア支援オフィスホームページ 

https://www.nagoya-wu.ac.jp  

      （ホーム⇒在学生の方へ⇒キャリア支援オフィストップページ） 

【資料 2-3-10】「卒業生の就業状況に関するアンケート」及び「就職先から見た

名古屋女子大学・名古屋女子大学短期大学部卒業生の評価に関す

るアンケート」についての分析結果（報告） 

【資料 2-3-11】キャリアガイダンス等年間実施予定（平成 29 年度分） 

【資料 2-3-12】2018 Career Handbook（5～6 ページ） 

【資料 2-3-13】インターンシップ報告集（平成 29 年度分） 

【資料 2-3-14】管理栄養士国家試験対策年間計画 

【資料 2-3-15】夏期補習計画 

【資料 2-3-16】200 問模擬試験要領 

【資料 2-3-17】管理栄養士国家試験合格者数推移 

【資料 2-3-18】食物栄養学科卒業生進路先一覧 

【資料 2-3-19】キャリア指導関連資料（生活環境学科・家政経済学科） 

【資料 2-3-20】キャリア関係授業シラバス（初年次セミナー、キャリア入門・キ

ャリアデザイン演習 1・キャリアデザイン演習 2） 

【資料 2-3-21】食物栄養学科キャリア関係授業シラバス（初年次セミナー、キャ

リア入門、管理栄養士海外研修、食物栄養学特論、管理栄養士

総合演習） 

【資料 2-3-22】フードスペシャリスト資格取得指導計画 

【資料 2-3-23】フードコーディネーター資格取得指導計画 

【資料 2-3-24】二級建築士、インテリアコーディネーター等の住居関連資格の資

格取得指導計画 

【資料 2-3-25】2 級テキスタイルアドバイザー資格取得指導計画 

【資料 2-3-26】情報処理士・上級情報処理士の資格取得指導計画 

【資料 2-3-27】ファイナンシャルプランニング技能士資格取得指導計画 

【資料 2-3-28】簿記資格取得指導計画 

【資料 2-3-29】秘書検定資格取得指導計画 

【資料 2-3-30】サービス接遇検定資格取得指導計画 

【資料 2-3-31】教員採用試験対策講座一覧（一次、二次） 

【資料 2-3-32】家政学部教職カルテ 

【資料 2-3-33】教職指導計画 

【資料 2-3-34】教員採用状況の推移（家政学部） 

【資料 2-3-35】「オーストラリア・スクールインターンシップ」紙媒体 
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【資料 2-3-36】東京アカデミー講座 

【資料 2-3-37】文学部 2014－17 年度履修カルテの変遷、児童教育学専攻・幼児

保育学専攻履修カルテ 

【資料 2-3-38】履修カルテ提出マニュアル、履修カルテ説明会資料、クラス面談

表（紙媒体） 

【資料 2-3-39】愛知県私立幼稚園連盟 PR キャラバン隊来校 

【資料 2-3-40】ひまわりセミナー 

【資料 2-3-41】文学部卒業生講演会 

【資料 2-3-42】リーフレット活動記録（紙媒体）、めばえ規約、めばえ活動計画

（紙媒体） 

      

（3）2－3 の改善・向上方策（将来計画） 

・キャリアデザインプログラムは、今後も学生ならびに就職先のニーズ、就職活動時

期の変化などの社会の状況に柔軟に対応させていく。 

・学生にキャリアに対する意識や将来設計、進路希望などについて個別面談ができる

体制を維持・強化していく。この際、学生のキャリア形成に対する意識付けや個々

の資質を見出せる指導を実現するため、学部・学科・専攻とキャリア支援部門との

協働支援体制の強化を特に重視する。 

・卒業生及び就職先に対する定期的なアンケートによって本学の強み・弱みを把握す

るとともに、分析評価要領の改善を推進することにより体制の継続的な強化を図る。 

・インターンシップについては、依頼先として優良な企業の開拓・選定に努めるとと

もに、職業体験を通じて学ぶべきこと等について積極的に学生に発信する体制を強

化する。 

・卒業生に対しては、Web による求人情報の提供や退職・転職の個別相談に加え、同

窓会組織「春光会」と連携して、卒業後においても希望する職に就けるよう、引き

続き支援を行う。 

・家政学部では、平成 31(2019)年度より生活環境学科１学科構成となる予定のため、

これまでの家政経済学科の強みであったビジネス・情報科目を含めた特色ある履修

モデルへと再編することで、教育課程内での社会的・職業的自立に関する資質の向

上をさらに図るとともに、その効果の検証を行っていく。 

・文学部では、平成 27(2015)年度から教育特色化推進計画の一環として開始した「教

育者・保育者にふわさしいコミュニケ―ション力・日本語力養成プログラム」の効

果検証を行っていく。さらに平成 31(2019)年度に向けて、「基礎学力養成プログラ

ム構想」を進めている。教員採用試験・公務員試験に向けての学生の自主学習組織

については、児童教育学専攻の「リーフレット」に比べてやや消極的な幼児保育学

専攻の「めばえ」の充実化を促進する。 

 

 

2－4 学生サービス 

2-4-① 学生生活の安定のための支援 
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（1）2－4 の自己判定 

基準項目 2－4 を満たしている。 

 

（2）2－4 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

基準 2-4-① 学生生活の安定のための支援 

１．学生サービス、学生指導のための組織 

・学生に係る業務全般を担当する部署として学生支

援センターを設置している。学生支援センターは、

教学支援、学生生活支援、キャリア支援の 3 部門

と学生相談室、海外交流室で構成されている（表

2-4-1）。 

・学生支援センターが担当する業務等は、『学生生活

の手引き「翔」』に掲載し、新入生に配付、周知し

ている。【資料 2-4-1】 

・学生生活に係る諸手続きや学事日程等を掲載した『Hand Book』を毎年度全学生

に配付している。【資料 2-4-2】 

・学生指導に係る諸問題を検討し、学生サービスの向上を推進するため各学科か

ら選出された教員と学生支援センター職員により学生委員会を組織し、原則年

間 4 回開催している。【資料 2-4-3】 

２．クラス指導体制 

・１クラス約 50 人の学生を原則１人の教員が担当する指導教員制を導入している。 

・指導教員が担当クラスの学生と面談を行い、随時、学修・学生生活等の相談に

応じ、学生支援センターが連携し問題解決にあたっている。【資料 2-4-4】 

３．学生サポーター制度 

・平成 19(2007)年度から上級学年によるサポート体制（学生サポーター制度）を

導入し、１年生 10 人程度に対して、1 人のサポーター学生を配置している。こ

の制度は、１年生が不安を抱えたままで学生生活をおくることのないよう、所

属する学科・専攻の 2 年生以上の学生が指導教員の指導の下に入学直後から１

年間サポートしている。【資料 2-4-5】 

４．経済的支援 

・学生支援センター学

生生活支援部門とク

ラス指導教員の連携

により、家計急変等

で経済的に困窮して

いる学生の把握に努

めている。当該学生

には、学生生活支援

部門が家計の経済状

＜表 2-4-1 学生支援センター＞ 

＜表 2-4-2 大学独自の奨学金給付・貸与状況（抜粋）＞ 

 
奨学金の名称

学内・学外
の別

給付・貸与
の別

名古屋女子大学緊急支援小川奨学金 学内 給付

名古屋女子大学食物栄養学科ＭＡ奨学金 学内 給付

名古屋女子大学外国人留学生授業料減免 学内 給付

名古屋女子大学外国人留学生奨学金 学内 給付

春光会奨学金 学外 給付

春光会NJ奨学金 学外 給付
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況を確認しながら救済支援策を講じている。救済は、日本学生支援機構奨学金

（緊急・応急採用）や大学独自の奨学金給付制度（緊急採用）を利用している。 

平成 29（2017）年度は、日本学生支援機構奨学金（緊急・応急採用）に１名の

学生を申請し奨学生として採用された。また、経済状態に関係なく学業成績優

秀者に対しては、大学独自の奨学金も給付している。【資料 2-4-6～10】 

５．課外活動支援 

・新入生歓迎会（4 月：学生会主催）

の企画・運営等についての相談・

支援を学生支援センター学生生活支

援部門が行い、課外活動（サークル）

への参加促進を図っている。【資料

2-4-11】 

・学生会が公認した 40 サークルに支給する課外（サークル）活動助成金の支給額

は、算出基準を基に学生支援センター学生生活支援部門が支給している。また、

助成金制度として、課外活動特別助成金 150 万円（年間）を予算化している（表

2-4-3）。これは、発表会・コンサート会場費や全国大会、西日本大会出場時の

遠征に要する費用の一部として、1 サークル 30 万円を上限に支給する制度であ

る。【資料 2-4-12】【資料 2-4-13】 

・ボランティア活動については、ボランティアサークル以外の学生向けに専用掲

示板を設けて募集などの案内をしている。 

・文学部では、愛知県警・所轄警察署等と学生及び近隣大学の学生が参加する地

域防犯パトロール隊（名称：APP 愛知パトロールピ－ポー）が平成 18（2006）

年 10 月より結成されている。APP の活動は現在も地域の防犯啓発ボランティア

として継続しており平成 26(2014)年度には愛知県警より表彰を受けた。 

・南 5 号館 3 階には学生会室・部室がある。本館 5 階にも大学祭実行委員会室・

部室・防音室がある。 

・学内研修施設として、「さみどり会館（和室 8 畳 4 室）（学生研修室）（シャワー

ルーム）」がある。研修施設はゼミ合宿、サークル合宿や大学祭（主催：大学祭

実行委員会）の際に無料で使用でき、宿泊も可能である。【資料 2-4-14】 

・学園創立者の生誕地、岐阜県加茂郡東白川村越原の清流白川のほとりに越原（お

っぱら）学舎があり、講義棟（収容人数 130 名）、宿泊棟（学生用 21 室・収容

人数 130 名）（教職員用 3 室・収容人数 13 名）、職員室 1 室、別館（3 室・収

容人数 6 名）等を持つ。ここでは、毎年 4 月下旬から 6 月上旬に、「建学のここ

ろ（必修１単位）」として、1 年生全員が学科毎に 2 泊 3 日の研修を行っている。

研修期間中以外（冬期閉鎖期間を除く）は、ゼミ合宿、サークル合宿等での使

用も可能としている。【資料 2-4-15】 

６．衛生管理室 

・衛生管理室および学生相談室が連携し、学生の健康面、心理面、生活面の支援を

行っている。衛生管理室は、学校保健法に基づく学生の定期健康診断や労働安

全衛生法に基づく教職員の健康診断、さらに、健康相談、応急処置、傷害・賠

＜表 2-4-3 課外活動特別助成金交付実績＞ 

 
交付ｻｰｸﾙ数 交付金額

平成 27 年度 1 300,000 円

平成 28 年度 4 608,420 円

平成 29 年度 5 875,230 円

年度
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償保険に関する業務を行っている。【資料 2-4-16】【資料 2-4-17】 

 (1)健康管理 

・看護師免許をもつ専任技術職員（臨床勤務経験有）が計 2 名配置されており、

学生の健康状態を把握し、問題状況に応じて適切な処置や指導および援助を行

っている。 

・入学時に学生保健カードを作成し、アレルギーや疾病の有無を確認し、心身の

健康状態を把握している。学生保健カードのほか、健康診断結果および衛生管

理室利用記録等も保管できるよう学生

一人ひとりの個人ファイルを作成して

いる。これは緊急時に学生を病院に搬

送する際に有効に機能している。 

【資料 2-4-16】 

・健康診断は、学校保健法第 8 条に基づき

実施している（表 2-4-4）。健康診断の結果は全員に直接配布し、異常のあった

場合や再検査の必要な学生については、内科医師（年間 8 回）、女性婦人科医師

（年間 4 回）による健康相談の案内をし、医療機関の紹介や生活改善指導を行

っている。【資料 2-4-18】また、健康診断時の問診内容に、喫煙や飲酒、食事、

睡眠、月経などの生活習慣についての設問を設け、健康教育に寄与している。

希望者にはアルコールパッチテストも実施している。  

・4 月に、新入生と 3 年生へ学生健康調査

票による調査を実施している。「誰かに話

を聞いて欲しいことがある」「相談したい

ことがある」と記入した学生に対して本

人宛メールで衛生管理室へ来談を案内し

ている。【資料 2-4-19】 

・衛生管理室の利用状況について、各年度の授業開講期間内の来室人数を（表

2-4-5）に示す。主な来室理由は内科疾患では月経痛・風邪・腹痛・頭痛、外科

疾患では、ケガ・捻挫・火傷などである。 

・季節に合わせて感染症等の予防を啓発する掲示や健康に関するパンフレットの

配布などを通して、健康への関心を持ってもらえるよう努めている。【資料

2-4-20】 

・禁煙指導については、敷地内全面禁煙として以来、平成 16（2004）年度から新

入生に対して「禁煙誓約書」の提出を義務化し、現在では全学生が非喫煙者で

ある。現在も、全教職員の輪番による校地周辺の巡回指導・清掃活動を実施し、

継続的に禁煙活動を実施している。【資料 2-4-21】 

・衛生管理室、体育館、図書館棟、4 号館、7 号館の 5 箇所に AED を設置している。

また、救急搬送時に使用できるストレッチャーや車椅子も衛生管理室、体育館

等の 4 箇所に設置している。【資料 2-4-22】 

・学生の保険については、正課中、行事中、課外活動中及び通学中に生じた事故

によって身体に怪我や障害を負った場合に備え、公益財団法人日本国際支援協

＜表 2-4-4 健康診断受診率（単位：人数）＞ 

＜表 2-4-5 衛生管理室利用状況（件数）＞ 

対象者数 受診者数 受診率

平成27年度 2909 2876 98.87%

平成28年度 2802 2764 98.64%

平成29年度 2667 2616 98.08%

平成27年度 2995
平成28年度 2377
平成29年度 2240
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会の「学生教育研究災害障害保険」に全学生が加入している。また、学外実習

時等に他人に怪我を負わせたり、他人の財物を破損し賠償責任事故が発生した

りした場合に備え、「学研災付帯賠償責任保険」に必要に応じて加入している。

【資料 2-4-23】 

(2)心的支援・生活相談 

・衛生管理室に隣接して学生相談室が置かれている。3 名の非常勤カウンセラー

（臨床心理士）を配置し、週 5 日の相談を受け付けている。【資料 2-4-24】 

・学生相談室へは自主来談や、衛生管理室、教員経由での来談があり、心的相談

だけでなく生活上の諸問題、個人的悩みなどを含めて相談に応じている。また、

保護者・家族やクラス指導教員との相談にも応じ、医療機関を紹介するなどの

早期対応を心がけている。また、年 1 回「学生相談室だより」「学生相談室カー

ド」を作成し、利用案内、カウンセラー紹介、利用者状況、活動報告を記載し、

より学生相談室を利用しやすいよう周知に努めている。【資料 2-4-25】 

・学生相談室を円滑に運営するため学生相談室運営委員会を置いている。学生相

談室運営委員会は、学生相談室長、学生支援センター職員、衛生管理室担当者、

各学部の教員で構成され、年 4 回委員会を開催し情報共有に努めている。【資料

2-4-17】 

・学生理解を進めるため、教職員向けの講習会（表 2-4-6）を年 1 回行い、情報

交換や課題の共有を図っている。 

・学生相談室への来談者数は表 2-4-7 のとおりである。また、来談者の相談内容

の分類について表 2-4-8 に示す。 

 

＜表 2-4-6 教職員向け講習会・研修会＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜表 2-4-7 学生相談室年度別利用件数数値＞ 

利用件数

平成27年度 469

平成28年度 441

平成29年度 453  

＜表 2-4-8 学生相談室 年度別利用件数 相談内容の分類＞ 

精神保健 発達障害 身体の健康 対人関係 家族・家庭 学業 学生生活 進路・将来 その他

平成27年度 188 30 4 128 50 2 5 40 22

平成28年度 10 18 0 85 6 5 26 30 59

平成29年度 122 63 2 81 15 20 66 28 56  

内容 講師

平成27年度

　　理解から始まる学生対応
～本学学生の精神的問題の特徴とその具

体的対応～

名古屋女子大学文学部
長屋　佐和子氏

平成28年度
メンタルヘルスに不調をかかえる

学生の理解と対応
～学内連携の支援体制づくりにむけて～

名古屋女子大カウンセラー

瀬井 まりや　氏

平成29年度
気になる学生と発達障害
～特性と支援について～

名古屋市発達障害者支援
センターりんくす名古屋

小川 真紀 氏
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【エビデンス】 

【資料 2-4-1】学生生活の手引き HABATAKI 2018 【資料 F-7】と同じ 

【資料 2-4-2】Hand Book2018 

【資料 2-4-3】学生委員会議事録 

【資料 2-4-4】学生生活の手引き HABATAKI 2018（18 ページ）【資料 F-7】と同じ 

【資料 2-4-5】学生サポーター（連携図） 

【資料 2-4-6】大学独自の奨学金給付・貸与状況（授業料免除制度）（前年度実績） 

【資料 2-4-7】平成 29 年度春光会奨学生選考結果 

【資料 2-4-8】平成 29 年度小川奨学生 

【資料 2-4-9】平成 29 年度 MA 奨学生 

【資料 2-4-10】平成 29 年度外国人留学生授業料減免申請者・平成 29 年度外国人

留学生奨学金申請者 

【資料 2-4-11】平成 29 年度新入生歓迎会（ステージ発表について） 

【資料 2-4-12】学生の課外活動への支援状況（前年度実績） 

【資料 2-4-13】課外活動助成金規程、課外活動特別助成金内規 

【資料 2-4-14】学生生活の手引き HABATAKI2018（34 ぺージ）【資料 F-7】と同じ 

【資料 2-4-15】学生生活の手引き HABATAKI2018（36 ぺージ）【資料 F-7】と同じ 

【資料 2-4-16】学生保健カードを基に作成する疾病者リスト 

【資料 2-2-12】と同じ 

【資料 2-4-17】学生相談室運営委員会議事録 

【資料 2-4-18】健康診断の案内（教職員・学生）、健康相談の日程案内 

【資料 2-4-19】学生健康調査票 

【資料 2-4-20】インフルエンザについてポータルサイトに掲載した案内 

【資料 2-4-21】禁煙巡回実施要領 

【資料 2-4-22】AED 配置場所 

【資料 2-4-23】学研災・学研賠ごあんない 

【資料 2-4-24】学生相談室カウンセラー担当表 

【資料 2-4-25】学生相談室だより、カード 

 

（3）2－4 の改善・向上方策（将来計画） 

・学生生活に対する支援を必要とする学生が増加傾向にあり、教職員やカウンセラ

ーによる個別学生支援を一層充実させる。一人ひとりの学生がより充実した学生

生活を送れるよう、学生生活満足度調査の拡充および全学的な情報共有を図り、

学生サービスのさらなる充実を図る。 

・経済的に困窮し奨学金を受給する者は増加傾向にあるので、奨学金の充実など経

済的援助についても可能な限り対策を講じる。 

・教職員やカウンセラーによる個別学生支援を一層充実させ、また、一人一人の学

生がより充実した学生生活を送れるよう、健康教育、健康相談等の支援体制をさら

に拡充していく。 
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2－5 学修環境の整備 

2-5-① 校地、校舎等の学修環境の整備と適切な運営・管理 

2-5-② 実習施設、図書館等の有効活用 

2-5-③ バリアフリーをはじめとする施設・設備の利便性 

2-5-④ 授業を行う学生数の適切な管理 

 

（1）2－5 の自己判定 

基準項目 2－5 を満たしている。 

 

（2）2－5 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

2-5-① 校地、校舎等の学修環境の整備と適切な運営・管理 

・現在は校地面積 66,102 ㎡、校舎面積は 45,861 ㎡である。いずれも大学設置基準

を上回っている。また各学科が養成している専門職種の養成施設指定規則に定め

られている施設設備も完備している。【資料 2-5-1】【資料 2-5-2】 

・平成 27(2015)年度に天白学舎（文学部）の汐路校地への移転統合を行った。この

ことは、教育機能･経営資源の分散分断を解消し、学生・教職員の知の交流拠点と

しての整備を進め、学園の教育研究機能の質向上を目指したものである。実施の

効果として、移動による学生･教職員の時間的損失の解消、体育館はじめ運動場・

図書館など老朽化した施設設備の新設による安全で機能的かつ高品質の環境整備

が実現した。具体的には、汐路体育館を解体し跡地に図書館棟を建設、同図書館

は自学自習環境の機能性向上とラーニングコモンズなどアクティブラーニング支

援機能を拡充した。また、新たに取得した校地に体育館及び運動場を移転、旧中

高運動場に講義棟（南 8 号館）を建設した。 

・平成 31（2019）年度の健康科学部看護学科の設置に伴う新築施設での整備計画と

しては、西館・本館を解体し、本館を校地南側へ立て替え、跡地に西館（健康科

学・看護部門）の建設を予定している。西館（健康科学・看護部門）については、

健康科学部の実習施設を新たに整備し、同施設の 1 階は自学自習環境の機能性向

上とラーニングコモンズなどアクティブラーニング支援機能を拡充するための整

備中である。施設は、最新の設備を採用することで効率的な保守管理を実現し、

施設・設備共に適正を保っている。（図 2-5-1） 

 

＜各建物の整備概要＞ 

□図書館棟 

閲覧室、開架・閉架、グループ学習室、ラーニングコモンズ、PC 自習室他、

学術情報センター、教育研究室、合奏室、ＭＬ教室、ピアノ練習室 

□南 8 号館 

学生食堂、談話室、多目的室、講義室、演習室、実験実習室（理化学、造形・

絵画、保育） 

□西館（健康科学・看護部門）＜建設中＞ 

学生食堂、談話室、多目的室、講義室、実験実習室（看護関連） 
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□体育館 

屋内運動施設・運動場・テニスコート 

□その他の整備 

 校地キャンパス再整備 

 

＜図 2-5-1 平成 31 (2019)年度 汐路校舎配置予定図＞ 

 

・施設設備は財務課管財が管理を行い、維持改善に努めている。また消防設備･電気

設備・給排水設備の保守･点検業務、警備業務や廃棄物処理など専門性が要求され

る業務は専門業者に委託することにより、確実な保守管理を徹底し、教育研究活

動を安全かつ円滑に行える環境の保持に努めている。【資料 2-5-3】 

・消防設備、電気設備、エレベーター設備など専門性が要求される業務は、それぞ 

れ専門の業者に委託し点検や監視を行い、必要な措置をとることで安全性を確保

している。【資料 2-5-4】 

・学内の警備は機械警備や監視カメラの他、平日夜間及び休日に警備会社の警備員

を駐在させ、巡回を行うとともに非常時の対応ができる体制をとっている。【資料

2-5-5】 

 

【エビデンス集】 

 【資料 2-5-1】校地、校舎等の面積 
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【資料 2-5-2】キャンパスマップ【資料 F-8】と同じ 

【資料 2-5-3】業務委託契約書等 

【資料 2-5-4】保守契約の締結状況 

【資料 2-5-5】警備計画書 

 

2-5-② 実習施設、図書館等の有効活用 

・学術情報センターは、平成 27（2015）年度の学舎統合を機に新施設として整備さ

れた。新施設は、図書館閲覧席（438 席）、PC 自習室（60 席）を擁し、学生数の 1

割以上の座席数を満たし、図書館機能と PC、情報機能をワンストップで利用でき

る融合施設である。館内には、PC 自習室とともに、多様な学習スタイルに対応可

能なラーニングコモンズ、グループ学習室、資格・試験対策学習室を整備してい

る。 

 ・学術情報センターでは館内利用のノート PC（50 台）を貸し出し、グループワーク

等に供している。ノート PC は平成 24(2012)年度文部科学省 ICT 活用支援事業で

採択を得て整備したものと、平成 26(2014)年度文部科学省教育研究活性化設備整

備補助金で採択を受けたものである。【資料 2-5-6】 

・図書館は学部学科の専門図書を中心として 24.3 万冊を所蔵しており、学生は全て

の資料を自由に利用可能である。 

・eラーニング環境として、平成17(2005)年度からLMS（Learning Management System）

を導入して、学内・自宅を問わず講義資料の閲覧やダウンロード、オンラインテ

スト、レポート提出を可能にした。さらに平成 26（2014）年度には LMS のサーバ

容量拡充によって動画コンテンツも扱えるようにした。また、平成 29（2017）年

度に学修 e ポートフォリオ機能を搭載し提供している。【資料 2-5-7】 

・平成 16(2004)年度から、学内 LAN 上のどこからでも利用可能な授業用フォルダと

学生および教員用の個人フォルダをファイルサーバー上に提供している。さらに

平成 26(2014)年度から Microsoft の ONEDRIVE によってインターネット経由で学

外からでも利用できる学生向けネットワークフォルダを提供し、学習環境の利便

向上を図っている。【資料 2-5-8】 

 ・図書館、PC 演習室・保育教職を含む自習室については、外部資金等も有効に活用

し、在籍学生数に対する充分な設備と学生の主体的学習環境が整えている。文学

部では、天白校地から汐路校地に移った平成 27(2005)年度に、中央館 1 階に保育

教職自習室を設置し、実習資料・試験関連資料の閲覧や、保育職、教職の採用試

験、公務員試験に向けての自主勉強ができる場としている。【資料 2-5-9】 

・学術情報センターにパソコン相談室を設置（夜間は図書館カウンターが窓口を担

当）し、学内 PC 演習室での問合せ対応や支援を行っている。【資料 2-5-10】 

・学術情報センターでは学生対象の利用者アンケートを平成 16(2004)年度より実施

している。アンケートは学内PCによるWeb形式で在籍学生からの回答を得ている。

回答率は約 11％（平成 29(2017)年度）となっている。調査では PC 環境、図書館

環境それぞれの満足度と改善要望を問う設問を実施しており、要望については改

善を図り、結果も公表している。（表 2-5-2）【資料 2-5-11】【資料 2-5-12】 
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＜表 2-5-2 利用者アンケート満足度推移（主なもの）＞ 

図書館・PC 自習室に満足していますか。 

  H.27 H.28 H.29 H.27 H.28 H.29 

大変満足している 70 44 33 19% 13% 11% 

満足している 140 145 127 37% 44% 43% 

普通 101 108 113 27% 33% 38% 

あまり満足していない 33 20 23 9% 6% 8% 

まったく満足していない 6 9 2 2% 3% 1% 

利用していないので分からな

い 
28 4 0 7% 1% 0% 

合計 378 330 298 100% 100% 100% 

 

図書館施設でよく利用する場所やお気に入りの場所を選んでください（複数選択可） 

  H.27 H.28 H.29 H.27 H.28 H.29 

ラーニングコモンズ（１Ｆ） 26 41 47 5% 7% 8% 

国家試験学習室 5 8 11 1% 1% 2% 

教員採用試験学習室 6 10 16 1% 2% 3% 

グループ閲覧室 28 62 78 6% 11% 14% 

ギャラリー 21 19 8 4% 3% 1% 

ＡＶコーナー 5 35 33 1% 6% 6% 

個人用机（１Ｆ） 76 88 89 15% 15% 16% 

個人用机（２Ｆ） 62 95 82 13% 16% 14% 

６人用机（１Ｆ） 12 17 18 2% 3% 3% 

６人用机（２Ｆ） 17 13 15 3% 2% 3% 

ＰＣ自習室 223 185 172 45% 32% 30% 

その他 11 10 2 2% 2% 0% 

合計 492 583 571 100% 100% 100% 

 

職員の対応で、特に改善が必要なものをひとつ選んでください 

  H.27 H.28 H.29 H.27 H.28 H.29 

話しかけやすさ  59 54 46 16% 16% 15% 

対応の親切さ 62 65 45 16% 20% 15% 

質問に対する迅速さ  4 7 3 1% 2% 1% 

質問に対する的確さ  13 7 4 3% 2% 1% 

満足している  206 187 195 54% 57% 65% 

その他 6 6 5 2% 2% 2% 

未回答 28 4 0 7% 1% 0% 

合計 378 330 298 100% 100% 100% 
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【エビデンス】 

【資料 2-5-6】PC 演習室施設一覧 

【資料 2-5-7】学修 e ポートフォリオマニュアル【資料 2-3-23】と同じ 

【資料 2-5-8】ONEDRIVE 使い方マニュアル 

【資料 2-5-9】保育教職自習室関連資料 

【資料 2-5-10】名古屋女子大学学術情報センター利用の手引き 

【資料 2-5-11】平成 26 年度利用者アンケート結果報告 

【資料 2-5-12】学術情報センターだより第 70 号 

 

2-5-③ バリアフリーをはじめとする施設・設備の利便性 

  ・本学の建物は、昭和 56(1981)年以降の建築基準法に基づく新耐震基準に適合した

設計となっており、昭和 56(1981)年以前に建築された建物についても耐震改修を

平成 15（2003）、平成 16（2004）年に行い、耐震化係数 Is 値 0.6 以上となり耐震

基準を満たしている。【資料 2-5-13】 

  ・建物をバリアフリー化し障害をもった方でも利用しやすいように配慮している。

身障者用トイレを本館増築棟、本館、東館、南 4 号館、南 7･8 号館、越原記念館

に設置している。 

 

【エビデンス】 

【資料 2-5-13】耐震改修の状況 

 

2-5-④ 授業を行う学生数の適切な管理 

・受講者数は、「授業科目の開講基準」により授業形態ごとの上限目安数が設定され

ている。全授業科目のうち 97.5%（1,355/1,389）は、受講者数が上限目安数以

内となっており、「授業科目の開講基準」を概ね満たしており、教育効果を十分

にあげられる人数となっている。1 クラスあたりの受講学生数が多い場合は、教

員と学生支援センターとの間で調整し、2 クラスに分けて開講基準の範囲内に収

めて開講する等の工夫を行っている（表 2-5-3）。【資料 2-5-14】 

 

＜表 2-5-3 平成 30 年度 授業形態ごとの受講者数一覧＞ 

  
受講者数が上限目安数 

100%以内の科目数 

受講者数が上限目安数 

100%をこえる科目数 
総数 

講義 421 11 432 

演習（語学） 218 0 218 

演習（語学以外） 581 12 593 

実習 63 11 74 

実験 52 0 52 

実技 20 0 20 

合計 1,355 34 1,389 
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【エビデンス集】 

【資料 2-5-14】授業科目の開講基準 

 

（3）2－5 の改善・向上方策（将来計画） 

・平成 31（2019）年度の健康科学部看護学科の設置に伴う西館の建築工事は、平成

31（2019)年 2 月に竣工予定である。なお、新校舎竣工と同時に、見通しの良さと

移動しやすい動線を実現するための校地キャンパス再整備を実施していく。 

・施設設備については、各種調査の結果や社会の変化、学生のニーズ、学びのスタ

イルの変化などに対応し、教育研究活動の推進、大学の特色化などの観点からさ

らに整備を進める。 

・図書館、PC 演習室・自習室の学習環境については、学生への利用者アンケートを

引き続き実施するとともに、外部資金を有効に活用し、その拡充を図っていく。 

・授業を行う学生数については、過去 2 年間の実績に基づき開講コマ数を定めるな

ど、できる限り人数調整をしないで済むよう一層の効率化を進めていく。 

 

 

2－6 学生の意見・要望への対応 

2-6-① 学修支援に関する学生の意見・要望の把握・分析と検討結果の活用 

2-6-② 心身に関する健康相談、経済的支援をはじめとする学生生活に関する学生の意

見・要望の把握・分析と検討結果の活用 

2-6-③ 学修環境に関する学生の意見・要望の把握・分析と検討結果の活用 

 

（1）2－6 の自己判定 

基準項目 2－6 を満たしている。 

 

（2）2－6 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

2-6-① 学修支援に関する学生の意見・要望の把握・分析と検討結果の活用 

・「学生による授業評価アンケート」に記載された授業内容や方法に関する意見や要

望を精査し、大学運営会議で報告するとともに、学部長・学科長が当該教員に対

して適切な指導を行っている。【資料 2-6-1】 

・「意見書」に、「授業に関すること、学生生活に関すること、施設・設備に関する

こと」など大学に対する意見や要望を記入し、「意見箱」（学生支援センター前）

に投函することができるようになっている。投函された意見は担当部署で対応を

検討し、意見や要望に対して回答を希望された場合は記入者へ回答している。【資

料 2-6-2】【資料 2-6-3】 

・学部・学科では、前期・後期それぞれ 1 回以上、学科 FD を実施し、学修支援に関

する知見の共有および分析を行い、必要な学修支援の検討を行っている。【資料

2-6-4】 

・クラス指導教員制により、学生の実態および意見・要望を把握し、学科で情報を
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共有することで、学生への支援を迅速に行える体制となっている。【資料 2-6-5】 

・卒業時アンケートにより、４年間の学修状況と学修成果を調査・分析し、学生の

ニーズを把握するとともに、今後必要な学修支援について学科で検討を行い、在

学生への学修支援につなげている。【資料 2-6-6】 

・文学部では総合科学研究所と連携し、平成 27（2015）年度に外部「NPO 法人 NewVery」

による児童教育学科の学生への聞き取り調査を行うことで学生の意見・要望の把

握を行い、学科 FD により情報を共有した。【資料 2-6-7】 

 

 【エビデンス】 

【資料 2-6-1】大学運営会議 資料・議事録 

【資料 2-6-2】名古屋女子大学 意見箱設置要項 

【資料 2-6-3】意見書（様式） 

【資料 2-6-4】学科 FD 資料 

【資料 2-6-5】学生生活の手引き HABATAKI 2018（18 ページ）【資料 F-5】と同じ 

【資料 2-6-6】卒業時アンケート及びその分析結果【資料 1-2-13】と同じ 

【資料 2-6-7】NewVery アンケート 

 

2-6-② 心身に関する健康相談、経済的支援をはじめとする学生生活に関する学生の

意見・要望の把握・分析と検討結果の活用 

・4 月に新入生と 3 年生へ学生健康調査を実施し、「誰かに話を聞いて欲しいこと

がある」「相談したいことがある」と記入した学生に対し、本人宛メールで衛生

管理室へ来談を案内している。【資料 2-6-8】 

・学生健康調査の実施や、学生相談室前の意見箱の設置により、学生からの意見や

要望をくみ上げるシステムが整っている。 

 

 【エビデンス】 

  【資料 2-6-8】学生健康調査票【資料 2-4-19】と同じ 

 

2-6-③ 学修環境に関する学生の意見・要望の把握・分析と検討結果の活用 

・学生の意見・要望等を適切に教育等に反映させる方策として、学生から幅広い意

見を聞くための「意見箱」を、学生支援センター前等に設置している。意見箱の

管理、意見に対する対応は、学生支援センター学生生活支援部門が主管し、改善

に努めている。【資料 2-6-9】【資料 2-6-10】 

・意見箱への投函件数を表 2-6-1 に示す。特に個別回答を希望するものには直接回

答を行っている。 

＜表 2-6-1 意見箱への投函内容＞ 

 意見内容 回答又は改善内容 

平成 27 年度 
（10 人） 

南 8 号館食堂で長期休業期間中も勉

強できるよう開放してほしい（9 件） 
食堂を 20 時まで開放することとした。 

雨天時に傘袋を南 8 号館に設置して

ほしい（2 件） 
雨天時に１階出入口に傘袋を設置した。 
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南 8 号館食堂に休業期間中も使用で

きる給湯器を設置してほしい（9 件） 

休業期間中に給湯器の管理（清掃・衛生保

持）ができない旨を回答し理解を求めた。 

南 8 号館の空調の温度を上げてほし

い（6 件） 

温暖化対策、省エネの観点からの取り組み

である旨を説明し理解を求めた。 

南 8 号館演習室の前に予約表を置い

てほしい（1 件） 
各演習室の壁に予約表を設置した。 

平成 28 年度 
（3 人） 

南 4 号館のトイレが臭い（1 件） 施設管理部門に連絡し措置した。 

学食メニューを増やしてほしい（1

件） 

食堂を管理する財務課から委託業者に改

善要望を出し改善した。 

学食の味つけが濃すぎる。塩辛い（1

件） 

食堂を管理する財務課から委託業者に改

善要望を行い改善した。 

食堂意見箱の近くに筆記具を置いて

ほしい（1 件） 
筆記具を置き措置した。 

平成 29 年度 
（0 人） 

該当事項なし  該当事項なし 

 

・図書館、食堂に設置された意見箱については、図書館および食堂（業者）が管理

し学生からの意見を汲み上げ改善している。【資料 2-6-11】【資料 2-6-12】 

・学生の保護者を対象に年 2 回（6 月・10 月）、教育後援会を開催している。6 月に

開催される学科別懇談会では、教員と保護者が直接意見交換できる機会を設けて

いるほか、学科別懇談会終了後、希望のある場合は、教員との個別相談も受け付

けている。【資料 2-6-13】 

 

【エビデンス集】 

【資料 2-6-9】名古屋女子大学 意見箱設置要項【資料 2-6-2】と同じ 

【資料 2-6-10】意見書（様式）【資料 2-6-3】と同じ 

【資料 2-6-11】 平成 29 年度利用者アンケート結果報告（学術情報センターだより） 

【資料 2-6-12】食堂利用者アンケート（様式） 

【資料 2-6-13】平成 29 年度教育後援会・学科別懇談会報告書  

 

（3）2－6 の改善・向上方策（将来計画） 

・学修支援体制に対する満足度調査の実施を今後、検討していく。 

・意見箱への投函件数が年々減少していることは、改善が図られた成果とみること

もできるが、その存在を知らない学生が多いと予想されるので、周知を図ってい

く。また、今後は学生ポータルサイトを活用した意見の集約ができるよう改善し

ていく。 

・心身の健康に関連する支援を必要とする学生が年々増加しており、教職員やカウ

ンセラーによる個別の学生支援を一層充実させる。一人ひとりの学生がより充実し

た学生生活を送れるよう、学生健康調査の内容を改善し、適切なサポートにつなげ

ていく。 

 

 

［基準 2 の自己評価］ 

・学生の受け入れについては、教育目的に沿い明確にアドミッションポリシーが策
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定されており、また、入試における選抜方式にも深く反映され、周知が適切に行

われている。 

・多様な入学試験を実施することにより、学部・学科・専攻が求める学生像を満た

している。また、一般入学試験、センタープラス等の試験問題は学内で作成され、

適正に実施されている。 

・入学定員に対する入学者平均比率が 100％を下回っているが、平成 31(2019)年度

より健康科学部の設置を予定しているなど、大学全体の入学定員に沿った適切な

受け入れ人数を確保できるよう計画している。 

・学生指導体制、課外活動支援、福利厚生施設などは充実しており、また、健康管

理についても、学生に対する健康相談、心的支援、生活相談等は適切に行えてい

る。学修支援に関する学生の意見・要望の把握・分析と検討も行われている。 

・学生健康調査の実施や意見箱の設置により、学生からの意見や要望をくみ上げる

システムが構築され機能しており、また、教育後援会を年２回開催し、親などか

らの意見・要望が反映されている。 

・本学独自のキャリアデザインプログラムは、メディアで紹介されていることや、

高水準の就職率の維持に加えて、将来計画を踏まえた施策によりインターンシッ

プへの参加者が約 3 倍へと急増していることなど、プログラムの目的に沿った効

果を十分あげている。 

・家政学部では、各種資格・免許取得への支援や国家試験・採用試験への対策の実

施、並びにキャリア支援部門と連携したセミナーの実施など、社会的・職業的自

立に関する支援体制は十分に整備されている。 

・文学部では、オーストラリアスクールインターンシップ、ひまわりセミナーとい

ったプログラムや教職課程履修カルテの作成など、教職・保育職への理解と意欲

を促進させる取組や支援が行われている。また、卒業生の活躍の姿を知る機会を

持つことで、将来の自分の姿を想像し主体的な努力につなげている。キャリア支

援として学生への動機づけ支援も行なわれている。 

・教員と技術職員との協働による学修支援は、大学全体の取り組みとして教員に認

識され、学科ごとに工夫した対応をしている。このことにより、要支援学生の把

握や授業の出席状況の把握も早期に行え、学力低下による留年者や退学者を増や

さないことにも貢献している。また、授業補助としても演習科目や実習科目等に

おいて、きめ細かな指導もできている。 

・障害のある学生に対して、組織的に具体的支援につなげていけるよう、合理的配

慮申請に関する体制を整え、その窓口として機能している。 

・中途退学者、停学者及び留年者への対応策は、学部学科内で情報を共有し、学生

支援センター及び学生相談室との協働により適切な支援が行われている。 

・学術情報センター・図書館による情報検索、資料利用法の指導、読書推進活動、

学生主体的活動及びその支援、高大連携による学修支援、LMS による学修支援な

どの支援は、きめ細かく計画され、十分効果を上げている。 

・家政学部、文学部ともに授業及び学生指導において大学院生、技術職員、教務嘱

託による TA が活用され、学修支援の充実に貢献している。また、学生指導体制に
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加え、課外活動支援、福利厚生施設などの充実により、学生生活の安定のための

支援は十分できている。 
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基準 3．教育課程 

3－1 単位認定、卒業認定、修了認定 

3-1-① 教育目的を踏まえたディプロマポリシーの策定と周知 

3-1-② ディプロマポリシーを踏まえた単位認定基準、進級基準、卒業認定基準、修了

認定基準等の策定と周知 

3-1-③ 単位認定基準、進級基準、卒業認定基準、修了認定基準等の厳正な適用 

 

（1）3－1 の自己判定 

基準項目 3－1 を満たしている。 

 

（2）3－1 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

3-1-① 教育目的を踏まえたディプロマポリシーの策定と周知 

・各学部学科において育成する人材像は、建学の精神に基づいて作成された教育目

的によって明確に示され、学生が身に付けなければならない学修成果であり、デ

ィプロマポリシーに明確に示されている。各学部・学科の教育目的およびディプ

ロマポリシーや卒業要件は履修要項等に記載し周知しており、定められた単位数

を修得した者について卒業を認定し、学位記を授与している。【資料 3-1-1】【資

料 3-1-2】 

・平成 29(2017)年度より、履修要項に達成目標、学修成果を明確に記し、卒業のた

めに有すべき知識・能力や必要な単位数を周知している。 

 

【エビデンス集】 

【資料 3-1-1】履修要項 2018【資料 F-12】と同じ 

【資料 3-1-2】大学ホームページ（3 つのポリシー） 

https://www.nagoya-wu.ac.jp/sogo/kokai/policy_dai_2018.html 

       【資料 F-13】と同じ 

 

3-1-② ディプロマポリシーを踏まえた単位認定基準、進級基準、卒業認定基準、

修了認定基準等の策定と周知 

・ディプロマポリシーを踏まえ、単位認定基準、卒業判定基準、修了認定基準が策

定され、学則および履修要項等で周知している。【資料 3-1-3～6】 

・大学院修士課程の修了要件や単位認定、学位論文の提出については学位規程第３

条、第４条で定められており、大学院要覧・シラバス（大学院）で授業科目及び

単位数とともに周知している。【資料 3-1-7～8】 

【エビデンス集】 

【資料 3-1-3】大学ホームページ（3 つのポリシー） 

https://www.nagoya-wu.ac.jp/sogo/kokai/policy_dai_2018.html 

      【資料 F-13】と同じ 

【資料 3-1-4】名古屋女子大学学則【資料 F-3】と同じ 

【資料 3-1-5】履修要項 2018【資料 F-12】と同じ 
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【資料 3-1-6】名古屋女子大学履修規程 

   【資料 3-1-7】名古屋女子大学大学院学則【資料 F-3】と同じ 

【資料 3-1-8】平成 30 年度 大学院要覧【資料 F-12】と同じ 

 

3-1-③ 単位認定基準、進級基準、卒業認定基準、修了認定基準等の厳正な適用 

・単位認定については学則第 16 条に単位計算方法等で規定されている他、履修要項

に詳述されており、原則、講義科目は 15 時間の授業をもって１単位、演習科目は

30 時間の授業をもって１単位、実験、実習及び実技については 45 時間の授業を

もって１単位として厳正に適用している。また、卒業論文、卒業演習等の授業科

目は、本学の定める適切な方法で学修の成果を評価して単位数を定めている。こ

れらの単位は、授業科目を履修し、その試験等に合格すると与えられる。【資料

3-1-9～11】 

・教育上有益と認めるときは、学生が他の大学又は短期大学等において履修した授

業科目について修得した単位を、60 単位まで本学における授業科目の履修により

修得したものとみなすことができるとしている。 

・年次別履修科目の上限（CAP）について、各学部各学科専攻で定め、指導を行って

いる。また、大学院については、年次別履修科目の上限および進級要件ともに規

定等で定めてはいない。【資料 3-1-10】 

・各学部各学科において卒業要件に基づき学生の取得単位を確認し、卒業判定教授

会を設けて卒業を判定している。【資料 3-1-12】 

・大学院の学位論文審査および学位授与については、学位規程第 5 条、第 6 条、第

7 条に明記されている。【資料 3-1-13】 

 

【エビデンス集】 

【資料 3-1-9】名古屋女子大学学則【資料 F-3】と同じ 

【資料 3-1-10】履修要項 2018【資料 F-12】と同じ 

【資料 3-1-11】名古屋女子大学履修規程【資料 3-1-6】と同じ 

【資料 3-1-12】家政学部・文学部 卒業判定教授会議事録 

【資料 3-1-13】名古屋女子大学学位規程 

 

（3）3－1 の改善・向上方策（将来計画） 

・厳格に運用されている単位認定及び卒業・修了判定を今後継続していく。 

・CAP 制の厳格な運営を見据えた教育課程の改善および、学生の履修行動及び学習

態度の改善を促す。 

・GPA 制度およびルーブリック評価の導入により、教育の質的保証につなげていく。 

 

 

3－2 教育課程及び教授方法 

3-2-① カリキュラムポリシーの策定と周知 

3-2-② カリキュラムポリシーとディプロマポリシーとの一貫性 
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3-2-③ カリキュラムポリシーに沿った教育課程の体系的編成 

3-2-④ 教養教育の実施 

3-2-⑤ 教授方法の工夫・開発と効果的な実施 

 

（1）3－2 の自己判定 

基準項目 3－2 を満たしている。 

 

（2）3－2 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

3-2-① カリキュラムポリシーの策定と周知 

・カリキュラムポリシーは名古屋女子大学 Web サイト、履修要項に掲載している。

履修要項は入学時に新入生全員に配布し、オリエンテーション内で教育目的とと

もに説明されている。【資料 3-2-1～2】 

・各学部・学科のカリキュラムポリシーは履修要項等に記載し周知している。平成

29(2017)年度より、履修要項に人材育成目標、教育課程の編成目標、学修成果測

定、学修環境を明確に記し周知している。【資料 3-2-3】 

 

【エビデンス集】 

【資料 3-2-1】大学ホームページ（3 つのポリシー） 

        https://www.nagoya-wu.ac.jp/sogo/kokai/policy_dai_2018.html 

        【資料 F-13】と同じ 

【資料 3-2-2】新入生オリエンテーション計画表【資料 2-2-4】と同じ 

【資料 3-2-3】履修要項 2018【資料 F-12】と同じ 

 

 

3-2-② カリキュラムポリシーとディプロマポリシーとの一貫性 

・ディプロマポリシーの「達成目標、学修成果」と授業で育成する能力との関係は、

カリキュラムマップおよびカリキュラムツリーで明示されている。各科目はカリキ

ュラムポリシーに沿って系統的に配置されているため、カリキュラムポリシーとデ

ィプロマポリシーには一貫性があるといえる。【資料 3-2-4】 

 

【エビデンス集】 

【資料 3-2-4】履修要項 2018【資料 F-12】と同じ 

 

 

3-2-③ カリキュラムポリシーに沿った教育課程の体系的編成 

・教育課程はカリキュラムポリシーに沿って編成され、各科目のつながりをカリキ

ュラムツリーで明示している。カリキュラムツリーには科目分類ごとに到達目標

が明記されている。【資料 3-2-5】 

１．家政学部 

・食物栄養学科は、「管理栄養士として活躍できる人材の養成」を管理栄養士学校
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指定規則に定められた教育内容に基づき、1，2 年生では主に専門基礎分野の科

目、3,4 年生では専門分野の科目を配置した体系的なカリキュラムを編成してい

る。各科目の到達目標や科目間の関連については、カリキュラムマップやカリ

キュラムツリーを作成、授業内容や評価方法について詳細なシラバスおよびル

ーブリックを作成し学生に明示している。平成 27(2015)年 2 月に管理栄養士国

家試験出題基準（ガイドライン）が改定されたことから、平成 27(2015)年度の

学科 FD 活動において、出題基準と各授業のシラバスの整合性の検証ならびに授

業内容の重複を確認し調整した。具体的には、これまで学部共通科目であった

一部の科目を学科専門科目に変更し、管理栄養士として必要な化学や生物に関

する基礎知識を 1 年次に学修できるようにした。さらに平成 29(2017)年度には、

栄養教育論ならびに臨床栄養学に関する 6 科目について科目の名称を変更し、

授業内容と科目名称のずれを是正した。このようにカリキュラムポリシーに沿

った教育課程となるよう継続的な調整を行っている。【資料 3-2-6～9】 

・生活環境学科および家政経済学科では、家政学の基本となる教育に共通要素が多

いため、年度ごとに両学科合同で教育課程を見直している。平成 27(2015)年度

には、両学科のカリキュラムポリシーに沿って調整を行い、両学科の基礎関連

科目に情報分野の科目を加えるなどして体系的に調整を行った。また、学科特

有の資格や免許にかかわる科目の整合性を図った。さらに、科目群の編成、履

修開講年次の変更、科目の削減を含む精選、系統的配置を行った。見直したカ

リキュラムに沿ったシラバスは、学修成果目標を示すカリキュラムマップや系

統的学修のためのカリキュラムツリーを踏まえたものであり、詳細なシラバス

執筆要綱に従って作成している。【資料 3-2-6～9】 

２．文学部 

・家政学部と同様、建学の精神を具現化するため、「専門科目の基盤となる理論

面を支える領域」と、「実践的な技術的側面を支える領域」の二つの領域からな

る科目群で教育課程を構成している。教育・保育の分野を中心とした豊かな専

門知識に支えられ、時代の変化に対応できるコミュニケ－ション能力に基づく

優れた実践力と教育への深い見識を培い、社会に貢献できる職能人としての教

育者・保育者の育成を目的として教育課程を編成している。 

・児童教育学科では、子どもに関わる社会的・教育的背景を広く学び、教育の理

論と時代の変化に対応できるコミュニケーション能力や実践力を身に付け、幅

広い教養と専門性を持って、社会に貢献できる職能人としての教育者（幼稚園

教諭・小学校教諭・中学校教諭・保育士）の育成を目的とし、教育課程を体系

的に編成している。児童教育学専攻は、教育目的に沿い、児童（幼児・乳児を

含む）の教育・保育に関わる専門知識と指導法を学び、変化する時代に適応し

た総合的視野と確かな教育実践力を身に付け、地域社会に貢献できる教育者（小

学校教諭・幼稚園教諭・保育士）の育成を目的として教育課程を体系的に編成

している。幼児保育学専攻は、教育目的に沿い、子どもの成長に関わる基礎的・

専門的知識に支えられ、高度な指導力を備え、乳幼児の保育と地域の子育て環

境づくりをサポートできる保育士や幼稚園教諭の育成のための教育課程を体系



名古屋女子大学 

54 

的に編成している。【資料 3-2-5】【資料 3-2-10】 

 

【エビデンス集】 

【資料 3-2-5】履修要項 2018【資料 F-12】と同じ 

【資料 3-2-6】家政学部 3 学科の平成 27 年度 6 月以降からのカリキュラム改正資

料 

【資料 3-2-7】家政学部 3 学科 カリキュラムマップとカリキュラムツリー（履

修要項 2018） 

【資料 3-2-8】家政学部 3 学科の FD 報告書および資料 

【資料 3-2-9】家政学部 3 学科 学科会議議事録 

【資料 3-2-10】大学ホームページ（3 つのポリシー） 

        https://www.nagoya-wu.ac.jp/sogo/kokai/policy_dai_2018.html 

        【資料 F-13】と同じ 

 

 

3-2-④ 教養教育の実施 

・教務委員会の教育課程検討専門部会が、教養教育改善に向け実効策を検討し、大

学全体の「共通教育」として位置づけ、平成 27(2015)年度入学生より、学士力を

基盤とした新しい教養教育をスタートさせた（図 3-2-1）。【資料 3-2-11】 

 

＜図 3-2-1 教養教育実施のための体制＞ 

教育課程検討専門部会
教務委員会

時間割編成専門部会

 

・共通教育は、「建学のこころ」などの人間形成科目群、一般教育科目群、芸術科目

群、情報・表現科目群、体育・健康科目群、そして、外国語科目群で構成されて

いる。人間形成では初年次教育やキャリア教育を含み、一般教育科目や情報・表

現科目では、大学での学習を進めて行く上で必要な基礎的スキルを育み、文学、

歴史、哲学、心理、科学、経済、コミュニケーション等、現代社会の今日的なテ

ーマを中心に科目が構成されている。なお、家政学部では平成 30（2018）年度入

学生より、初年次教育の強化と系統性の維持のため、「初年次セミナー」と「初年

次演習」を学部共通科目から全学共通科目「導入科目群」での配置に変更した。

【資料 3-2-12】 

 

【エビデンス集】 

【資料 3-2-11】教務委員会・教育課程検討専門部会議事録  

【資料 3-2-12】履修要項 2018【資料 F-12】と同じ 

 

  



名古屋女子大学 

55 

3-2-⑤ 教授方法の工夫・開発と効果的な実施 

・自己点検・自己評価委員会を組織し、全学的に「学生による授業評価アンケート」

を実施しており、この結果に基づき、同委員会およびその下部組織である FD 作

業部会において、改善を要する授業の改善・指導を行なっている。、 

・「学生による授業評価アンケート」の結果が良かった授業の一覧を、学科の FD 活

動時の授業参観の参考として配布している。【資料 3-2-13】 

・教授方法を工夫するために、各学科で FD 活動を推進している。FD 活動では、授

業参観や学生理解・教授方法・授業運営に関わる知見の共有・検討を行っている。

【資料 3-2-14・18】 

・学部・学科・専攻では、教育課程の体系的編成及び教授方法の工夫・開発につい

て、これまでの中央教育審議会の答申に沿い、大学全体の教育の質保証と向上を

目指して取り組んでいる。 

・家政学部では、学生が積極的に学ぶ態度を育てるための授業内容・方法の改善の

ために、学科 FD 会議において教員全員の共通理解の下で、アクティブラーニング

の導入を積極的に推進している。また、教職関連科目においては、アクティブラ

ーニングの視点からの学びをより推進していくために、平成 30(2018)年度入学生

より基礎科目「基礎ゼミ」を新設した。さらに、授業においてアクティブラーニ

ング等を実施するにあたり、その学修評価の適正化と可視化を目的としたルーブ

リックを導入している。【資料 3-2-14・15】 

・児童教育学科児童教育学専攻では、幼稚園、小学校、中学校における教育実習、

保育所や施設での実習や介護体験などを通して、実践的に学ぶことができるよう

配慮を行っている。また、学生を中心にした教育法として、協同学習、問題解決

学習や体験的な学習を重視している。アクティブラーニングを取り入れた代表的

科目として、1 年生では「児童教育基礎演習Ⅰ、Ⅱ」、2 年生では「実践課題研究

Ⅰ、Ⅱ」、3 年生は「各教科教育法」および「教育内容演習Ⅰ、Ⅱ」の授業を設け、

4 年生の「教職実践演習」につなげ、4 年間の自らの学びが教育現場における実践

的指導力となるように編成している。【資料 3-2-16・17】幼児保育学専攻では、

子どもの成長に関わる基礎的・専門的知識を広く学び、乳幼児の保育と地域の子

育て環境づくりをサポートする、高度な指導力を備えた保育士や幼稚園教諭の育

成に向け、1)コミュニティと福祉、2)心と体、3)保育と教育の理論と内容、4)保

育と教育の実践の 4 つの特色ある領域を設け、自ら学ぶ力を育てるとともに、そ

の結果を発表するプレゼンテーション能力の育成も図っている。【資料 3-2-16・

17】 

 

【エビデンス集】 

【資料 3-2-13】自己点検・自己評価委員会 資料 

【資料 3-2-14】家政学部 3 学科の FD 報告書および資料【資料 3-2-8】と同じ 

【資料 3-2-15】家政学部 3 学科 学科会議議事録【資料 3-2-9】と同じ 

 【資料 3-2-16】履修要項 2018【資料 F-12】と同じ 

【資料 3-2-17】文学部シラバス（該当科目） 
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【資料 3-2-18】文学部 3 学科の FD 報告書および資料 

 

 

（3）3－2 の改善・向上方策（将来計画） 

・FD 活動については、授業改善に加え、教育課程、教育内容など大学教育全般にわ

たる教育の質保証に向け、さらなる充実に向け幅広く取り組んでいく。 

・ディプロマポリシーとカリキュラムポリシーは一貫性があり、カリキュラムマッ

プとカリキュラムツリーによってその関連がわかるようになっているが、今後は

図式化するなどのよりわかりやすく表記する工夫を行う。 

・家政学部食物栄養学科では、厚生労働省により概ね 4 年に 1 度改定される管理栄

養士国家試験出題基準（ガイドライン）改定に従って、教育課程ならびに授業内

容の見直し・改善を行い、国家試験出題基準を網羅した体系的な教育課程を保証

していく。また、食物栄養学科は平成 31(2019)年度より健康科学部健康栄養学科

への改組を計画し、「医療系職能人として必要な専門知識と技術を修得した管理栄

養士の養成」をカリキュラムポリシーとして教育課程の見直しを行う。 

・生活環境学科では、平成 31(2019)年度より健康科学部の設置が予定されているこ

とに関連して、家政経済学科を廃止する計画があるので、その教育課程を一部取

り込んだ形で教育課程を再編していく。具体的には、家政経済学科の教育課程編

成方針であった「幅広い家政学及び経済学に関わる知識を修得することを基礎と

し、特にビジネス分野、情報分野を充実させ、生活者の視点から企業との橋渡し

ができる能力を養い、生活に関わる諸問題の解決ができる総合職能を育てる」に

関する科目を取り入れることにより、学科の独自性を発揮するための教育課程の

検討とスリム化を行うことで改善と向上を目指す。また、積極的なキャリア支援

のために取得可能な資格に似合う能力の修得を目指して「教育特色化推進計画」

を実施する。教育特色化推進計画では、衣・食・住分野および消費生活分野にお

ける体験型プログラムを企画し、学内では体験できない専門職能人による指導や

現場見学を実施し、キャリア活動に有効な知識と技術の修得を支援していく。な

お、合わせて、各授業科目におけるアクティブラーニングの実施方法とその評価、

および新設科目におけるアクティブラーニングの効果についても今後検証を進

めていく。 

・文学部児童教育学科児童教育学専攻では、保幼小連携の必要性とともに幼保一元

化が進む中、平成 27(2015)年度から保育士資格が取得できるコース（幼児教育コ

ース）を設け、保幼小連携に対応できる教育力のある保育士・幼稚園教諭育成の

ための課程を開始させたので、その成果を検証していく。また、近年、教育現場

において二つの教員免許を有する人材が求められていることや小学校、幼稚園、

保育所での国語教育に対応できるより高い専門性が求められることから、平成

30(2018)年度から中学校国語科教員免許が取得できるコース（小中教育コース）

を新たに設けた。このことから、今後は、幼小教育コースと併せて三つのコース

により、それぞれの専門性を高めるとともに、共通する科目によって有機的に連

携し、幅広い知識・技能を習得した実践力を身に付けた人材育成を目指す。両専
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攻において、カリキュラムの運用を通した基礎学力拡充およびアクティブラーニ

ングの方法とその効果についても今後検証を進めていく。 

 

 

3－3 学修成果の点検・評価 

3-3-① 三つのポリシーを踏まえた学修成果の点検・評価方法の確立とその運用 

3-3-② 教育内容・方法及び学修指導等の改善へ向けての学修成果の点検・評価結果の

フィードバック 

（1）3－3 の自己判定 

基準項目 3－3 を満たしている。 

 

（2）3－3 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

3-3-① 三つのポリシーを踏まえた学修成果の点検・評価方法の確立とその運用 

・教育目的を踏まえた学修成果の点検と評価については、平成 27(2015)年度より卒

業時にアンケート調査、学修到達度調査、学修行動調査を毎年実施し、結果の分

析を各学科で行い、学科 FD で検討し、カリキュラム改善、シラバスの改善、授業

方法の改善などを行っている。内容は，学部・学科の教育に対する満足度、授業

や実習など教育活動に対する達成度，授業外学習時間、授業や行事に対する参加

意欲などであり、今後の教育活動などの改善に役立てようとするものである。【資

料 3-3-1】【資料 3-3-2】 

・卒業後 3 年目を迎える卒業生が勤務する企業を対象に、勤務状況についてのアン

ケートを定期的（3 年に 1 回）に実施し、企業における評価を確認し、これを卒

業生自身による評価と比較することにより、強み・弱みを把握して事後の学生指

導に反映させている。【資料 3-3-3】 

・家政学部食物栄養学科における三つのポリシーでは、「人々の健康の維持・増進、

疾病の予防・改善に食の分野から貢献できる管理栄養士の養成」を目標としてい

ることから、管理栄養士国家試験合格率ならびに卒業後の進路が、学修成果の点

検・評価における重要な指標となる。資格取得に向けた学生の取り組み姿勢や、

国家試験合格率、進路の状況を継続的に把握、分析することで、食物栄養学科の

教育目標の達成状況を点検・評価し、次年度の授業内容や学修支援に反映させて

いる。【資料 3-3-4・5】また、生活環境学科および家政経済学科では、カリキュ

ラムポリシーに沿い、それぞれがサポートしている資格・免許の取得状況や、指

導体制を把握し、それに基づいたカリキュラムツリーを作成して系統的な履修を

実現している。【資料 3-3-6】 

・家政学部のシラバスにおいては、知識・技能（DP1）、思考力・判断力・表現力（DP2）、

主体性・多様性・協働性（DP3）のディプロマポリシーに対応した到達目標を明記

するとともに、これらの観点からルーブリックを作成し、学修成果について評価

している。特にカリキュラムマップによって３つの中から重点的に育成する能力

を定め、それにしたがった形での学修成果の検証を行っている。【資料 3-3-7】【資

料 3-3-8】 
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・文学部では、ディプロマポリシーに照らして教員採用試験・公務員試験の合格率

および進路を指標として学修成果を点検し、教育内容・方法の点検・評価を行な

っている。【資料 3-3-9】【資料 3-3-10】【資料 3-3-11】 

 

【エビデンス集】 

【資料 3-3-1】卒業時アンケート及びその分析結果 

【資料 1-2-13】と同じ 

【資料 3-3-2】学修達成度アンケート、学修行動アンケート資料 

【資料 3-3-3】「卒業生の就業状況に関するアンケート」及び「就職先から見た

名古屋女子大学・名古屋女子大学短期大学部卒業生の評価に関する

アンケート」についての分析結果（報告）【資料 2-3-10】と同じ 

【資料 3-3-4】管理栄養士国家試験合格者数推移 

【資料 3-3-5】食物栄養学科卒業生進路先一覧【資料 2-3-18】と同じ 

【資料 3-3-6】家政学部 3 学科 カリキュラムマップとカリキュラムツリー 

（履修要項 2018）【資料 F-12】と同じ 

【資料 3-3-7】家政学部 3 学科 学科会議議事録【資料 3-2-9】と同じ 

【資料 3-3-8】ルーブリック作成要領 

【資料 3-3-9】卒業時アンケート及びその分析結果【資料 1-2-13】と同じ 

【資料 3-3-10】文学部 FD 活動報告書 

【資料 3-3-11】文学部教員採用試験・公務員試験採用試験一覧表 

 

 

3-3-② 教育内容・方法及び学修指導等の改善へ向けての学修成果の点検・評価結

果のフィードバック 

・学修成果等は年度末に実施される各学科の卒業時アンケートおよび在学生への学

修の行動・時間・成果に係るアンケート調査により間接評価として把握され、そ

の結果を踏まえ、学科会議や FD の中で教育方針やカリキュラム編成について検討

が行われている。さらに、科目レベルの学修成果については、学科のディプロマ

ポリシーやカリキュラムポリシーに沿い「授業の到達目標」としてシラバスに明

示されており、これに基づいて基本的には期末試験等により直接評価されている。

これらの評価は、各学期、年度ごとに実施されている「学生による授業評価」ア

ンケート結果とともに学科会議で点検されている。 

・自己点検・自己評価委員会が「学生による授業評価」アンケートを前後期各 2 回

（中間・期末）、専任・非常勤講師を含め、校外実習科目等は除く全授業を対象に

実施している。中間評価は履修中の学生の意見を期間内に授業改善に反映させる

目的で全 15 週の中間 7～8 週目に実施され、結果は 10 週目に教員にフィードバッ

クされる。期末評価は授業の 13～14 週目に実施され、その集計結果も教員へフィ

ードバックされる。教員は中間と期末の評価結果を比較し、授業改善の状況を確

認するとともに、結果考察として今後の授業改善の方策を文書で学長へ提出する。

評価結果は学生による自由記述も含めて冊子にまとめられ、図書館で学内公開さ
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れ、授業改善の資料として活用されている。【資料 3-3-12】【資料 3-3-13】 

・「学生による授業評価」に基づく授業改善プログラムを実施している。このプログ

ラムでは、学長が学生による自由記述で見られる要改善事項のある授業を抽出し、

学部長・学科長が授業担当者に直接指導を行っている｡また、自己点検・自己評価

委員会で、4 段階評価の平均 3.0 未満の授業について「授業観察」を行い、要改

善事項を通知している｡さらに、その該当授業担当者が評価の高かった授業を見学

する「授業見学」や所属学科・専攻での「授業検討報告会」を行っている。【資料

3-3-14】 

・卒業時アンケート調査、学修到達度調査、学修行動調査などの分析結果を学科 FD

で検討し、カリキュラム改善、シラバスの改善、授業方法の改善などに役立てて

いる。【資料 3-3-15】 

・家政学部生活環境学科と家政経済学科では平成 28(2016)年度から、卒業要件に関

わる講義科目のすべてにおいて「学修ポートフォリオ」を実施している。大学設

置基準に鑑みても、講義科目に対する学生の予習・復習時間が大幅に少ないこと

から、学修ポートフォリオによって予習・復習を確立させていく仕掛けを作ると

ともに、学修成果の点検に役立てている。教員は、半期の授業内で 2 回以上学生

に提出を求めてフィードバックするとともに、学修評価にも取り入れている。ま

た平成 29(2017)年度からは食物栄養学科も加えた 3 学科で実施し、さらに Web か

ら作成可能な「学修 e ポートフォリオ」へとシステム化した。これにより、学生

と教員が相互に Web から確認・入力を行うことが可能になり、より充実したフィ

ードバックが可能になった。【資料 3-3-16～19】 

・文学部児童教育学科児童教育学専攻では、総合科学研究所と連携し、平成 27（2015）

年度に外部「NPO 法人 NEWVERY」による児童教育学科の学生への聞き取り調査を

行うことで学修指導の把握を行うなど、学科 FD により情報を共有してカリキュラ

ム運用や学修指導、授業方法の改善などを行っている。【資料 3-3-20】また、教

育目的である教育者の養成において着実な成果を挙げていることを、小学校教諭

採用試験の合格者数等によって、点検評価を行っている。これに基づき、次年度

のカリキュラム運用、授業外学習支援や指導計画に反映させている。【資料

3-3-21】 

・幼児保育学専攻では、教育目的である保育者の養成において着実な成果を挙げて

いることを、公務員(保育職)採用試験の合格者状況及び免許・資格取得状況によ

って、点検評価を行っている。これに基づき、次年度のカリキュラム運用、授業

外学習支援や指導計画に反映させている。【資料 3-3-22】 

 

【エビデンス集】 

【資料 3-3-12】平成 29 年度授業評価実施要領、授業評価アンケート用紙 

【資料 3-3-13】平成 29 年度授業評価アンケート集計値 

【資料 3-3-14】学生による授業評価アンケート結果に基づく授業改善について 

【資料 3-3-15】FD 活動実施報告書 

【資料 3-3-16】H28 年教育特色化・ポートフォリオ 
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【資料 3-3-17】H29 年教育特色化・ポートフォリオ 

【資料 3-3-18】学修 e ポートフォリオ取り扱いに関する説明(H29) 

【資料 3-3-19】学生用学修ポートフォリオ入力マニュアル 

【資料 3-3-20】NewVery 資料 

【資料 3-3-21】教員採用試験合格者数一覧表 

【資料 3-3-22】公務員（保育職）採用試験合格者一覧表 

 

 

（3）3－3 の改善・向上方策（将来計画） 

・「学生による授業評価」をもとに、自己点検・自己評価委員会および FD 作業部会

における授業改善プログラムや、卒業時アンケート調査・学修行動調査の結果分

析の教育内容・方法への反映が機能しているので、今後もさらなる充実に向け継

続的に実施していく。 

・全学的なアクティブラーニングの推進と、学修ポートフォリオやルーブリック等

による学修成果の可視化について取り組んでいく。また、学生へのアンケート調

査をもとに、家政学部は学修 e ポートフォリオ、文学部は教職課程履修カルテの

様式や内容を見直し、学修成果の点検とフィードバックがより効率的に行えるよ

う取り組んでいく。 

・「学生による授業評価」を学外へ公表するに当たっては、無記名のため、学生の生

の声をそのまま公表すると差別的な表現などがあるため慎重に検討していくが、

分析結果については公表を予定している。今後、学生自身の授業態度と自由記述

の相関関係なども含め、分析評価する方法を検討する。 

・学修行動に係るアンケートは、結果に基づき、各学科における教育改善への具体

的な検討に活用されているが、特に、大学設置基準が定める学修時間にも及ばず、

予習・復習や自主学習の時間が少ないことから、引き続き、FD を通して授業改善

を進めるとともに、学修成果の可視化も検討しつつ、シラバスには、予習・復習

に必要な時間数を示し、学生の学習時間確保への取り組みを行っていく。 

 

 

［基準 3 の自己評価］ 

・単位認定及び卒業・修了認定についての基準は明確に示されており、卒業審査は、

学部卒業判定教授会で厳正に行われている。大学院においても、修了判定会議で

厳正に行われている。 

・各学部・学科では、教育目標に沿ったカリキュラムポリシーを策定し、大学 Web

サイト、履修要項、新入生オリエンテーションなどを通じて適切に周知している。 

・各学部・学科のディプロマポリシーは、その育成する能力、目標、学修成果がカ

リキュラムポリシーに反映され、カリキュラムマップ、カリキュラムツリーとし

て体系的に具体化されている。 

・建学の精神および教育目標を達成するため、初年次教育および教養教育は、本学

の重要な教育として位置づけられている。教養教育における基礎的な学力や人間
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形成は専門教育に大きく影響するため、全学共通教育として実施しており、教務

委員会を中心とした教育課程検討専門部会による実施・支援体制も整備されてい

る。 

・家政学部では、アクティブラーニングを用いた教授方法について、学科 FD を通

じて情報共有することで質的向上を行っている。 

・文学部では、アクティブラーニングについての学科 FD を開催し、教授方法に関

わる知見を共有することで組織的に教授方法の質的向上を行っている。また、ア

クティブラーニングを主眼とした授業科目が設置されていることから、教授方法

の工夫・開発と効果的な実施が行えている。 

・「学生による授業評価」は、校外実習科目等は除く全科目で実施されており、学生

からの評価は高い。そして、「学生による授業評価」に基づく授業改善プログラム

により、授業改善の取り組みは着実に効果を上げており、フィードバックは適切

に行われている。 

・学生の学修状況・資格取得状況・卒業状況（卒業時アンケート等」、学修到達度調

査、学修行動調査、学生の就職先の企業アンケートなどにより、教育内容・方法

及び学修指導等の改善へ向けての評価結果のフィードバックは十分行われている。 
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基準 4 教員・職員  

4－1 教学マネジメントの機能性 

4-1-① 大学の意思決定と教学マネジメントにおける学長の適切なリーダーシップの

確立・発揮 

4-1-② 権限の適切な分散と責任の明確化に配慮した教学マネジメントの構築 

4-1-③ 職員の配置と役割の明確化などによる教学マネジメントの機能性 

（1）4－1 の自己判定 

基準項目 4－1 を満たしている。 

 

（2）4－1 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

4-1-① 大学の意思決定と教学マネジメントにおける学長の適切なリーダーシップの確

立・発揮 

・本学の教育研究組織の意思決定機関として、理

事会、常務理事会があり、学園全体の連絡調整機

関として大学運営会議がある。そのもとに教授会、

研究科委員会、学科会議及び各種委員会がある。

【資料 4-1-1～4】 

・大学の学則変更や教学運営等、教育研究に関わる

事項については、学科会議、各種委員会等での協

議の後、教授会で審議し、学長が決定している。

また、大学院の教育研究に関わる事項は、各種委

員会等での協議の後、研究科委員会で審議し、学

長が決定している。【資料 4-1-1～3】 

・大学運営会議では、学長が主宰し、教授会及び研

究科委員会に先立ち、教育研究上の目的を達成す

るための事項について調整を行っている。【資料

4-1-4】 

・学長は、理事長を兼ねている。この体制は、本学

が目指す理事会主導の運営方法から考えた場合妥

当であり、教学部門と管理部門との連携の視点からも、意思決定が迅速かつ円滑

であり、学長のリーダーシップが発揮できている。 

・学長を補佐する役職として学長補佐 1 名が置かれている。学長補佐は、学長の命

に従い、学長の意思決定に関わる職務に関し、情報・資料の収集、調査・研究等

の補佐業務を行っており、適切に管理運営されている。【資料 4-1-5】 

・大学の意思決定組織が整備され、意思決定の権限と責任は諸規程等に明確に示さ

れて機能的に運営されている。 

 

【エビデンス集】 

【資料 4-1-1】名古屋女子大学 家政学部教授会規程 

【資料 4-1-2】名古屋女子大学 文学部教授会規程 

大学運営会議

理 事 会
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科
委
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家
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＜図 4-1-1 大学の意思決定機関＞ 
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【資料 4-1-3】名古屋女子大学 大学院学則 第 34 条【資料 F-3】と同じ 

【資料 4-1-4】名古屋女子大学 大学運営会議規程【資料 1-2-18】と同じ 

【資料 4-1-5】名古屋女子大学 学長補佐に関する内規 

 

4-1-② 権限の適切な分散と責任の明確化に配慮した教学マネジメントの構築 

 

・法人の運営組織については、「越原学園 学園運営組織の役職の設置及び任命に関

する規程」に、役職者の任務と任期、根拠規程及び審議・選任機関が明確に規定

されている。また、「越原学園 事務分掌規程」に、法人本部及び法人が設置する

学校の事務組織と、その事務分掌が明確に規定されている。【資料 4-1-6】【資料

4-1-7】 

・「名古屋女子大学 決裁規程」に、主管局部課の所管事項の処理にかかる決裁手続

が規定されている。具体的には、法人事務組織図（図 4-1-2）に示すとおり、法

人全体の管理運営を所掌する組織として法人本部を置き、その下に人事課、企画

調整室、学部学科設置準備室、研修企画室、衛生管理室、財務課、越原記念館、

学術情報センター（システム部門）、入試広報センターを設置している。 

・法人の設置する大学（大学院を含む）は、同法人の短期大学部と併せて管理運営

及び教育・研究支援を所掌する組織として、大学事務局と総合科学研究所を置い

ており、大学事務局の下には、総務課、学生支援センター、学術情報センター（図

書館部門）を設置している（図 4-1-2）。【資料 4-1-8】 

・学園の運営方針を踏まえた新たな学部・学科設置に向け、設置計画、教育政策、

教員組織編成等の基本構想の検討、推進を目的として、平成 29(2017)年 3 月 1 日

付で学部学科設置準備室を設置した。 

  ・平成 29(2017)年 4 月 1 日施行「大学設置基準等の一部を改正する省令」（平成 28

年文部科学省令第 18 号）における「SD の義務化」に対応する「教職員」研修の

企画・実施を推進する組織としての位置付けを明確にするため、平成 29(2017)年

4 月 1 日付で「教職員研修室」より「研修企画室」へ名称変更した。研修企画室

は、学園の教育研究活動等の適切かつ効果的な運営を図るため、教職員の資質・

能力を向上させる「２つの AL」（アクションラーニング／アクティブラーニング）

研修を企画推進する。  

 ・学生並びに教職員の健康状態を学園全体として総合的に掌握し、学生の健康管理

サポート推進、教職員の健康保持増進のための基本対策並びに人事管理の充実を

目的として、平成 29(2017)年 4 月 1 日付で学生支援センター学生生活支援部門保

健室を法人本部｢衛生管理室｣に組織変更した。 

・権限の適切な分散と責任の明確化に配慮した組織編制及び職員の配置による業務

の効果的な執行体制や教職協働体制が確保できている。 
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＜図 4-1-2 法人事務組織図＞ 
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【エビデンス集】 

【資料 4-1-6】越原学園 学園運営組織の役職の設置及び任命に関する規程 

【資料 4-1-7】越原学園 事務分掌規程 

【資料 4-1-8】名古屋女子大学 決裁規程 

 

4-1-③ 職員の配置と役割の明確化などによる教学マネジメントの機能性 

・法人本部及び大学事務局の各部署には適切に専任職員を配置しており、上記運営

組織の規程に定める役職者をおき、事務分掌規程に基づき効率的な業務遂行を図

っている。特に学生支援業務の一元化を図るため、学生支援センターに学生生活

支援部門・教学支援部門･キャリア支援部門を統合し、各部門間で連携し、円滑に

機能させ迅速な対応を行っている。【資料 4-1-9】 

・学生支援センター各部門の事務職員は、キャリア支援や学修支援に教員と協働し

て必要な業務を行っている。 

・学生支援センター所属の技術職員を各学部・学科に配置している。技術職員は、

実験・実習等の授業補助並びに各学科の事務を所掌し、教員と協働して適切な学

生支援業務を行っている。技術職員の中に連絡調整主任を置き、必要に応じて家

政学部・文学部（・短期大学部）の各学部間および各部署の連絡調整を行ってい

る。 

・ 各種委員会には事務職員も構成員として適切に配置し、教職員協働に努めている。 

 

【エビデンス集】 

【資料 4-1-9】事務分掌（表） 
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（3）4－1 の改善・向上方策（将来計画） 

・大学の意思決定の仕組みや、学長がリーダーシップを発揮できる体制をさらに強

化し、大学が円滑に機能するよう努めていく。 

・職員の採用は、今後も、本学園の建学の精神、大学の使命・目的、大学の事務、

教育に関する業務を理解し、教職協働できる人材の確保に努めていく。 

・学生対応の事務部署を「学生支援センター」として連携一体化しているが、教員

と職員が一体となって学生支援ができるよう、更に教員との連携・情報共有を進

める。各部門においてよりきめ細かな学生指導を行えるよう効率化を図り、今後、

更に充実した学生サービスに繫がるよう、学生支援センターとしての機能向上を

目指していく。 

 

 

4－2 教員の配置・職能開発等 

4-2-① 教育目的及び教育課程に即した教員の採用・昇任等による教員の確保と配置 

4-2-② FD(Faculty Development)をはじめとする教育内容・方法等の改善の工夫・開

発と効果的な実施 

（1）4－2 の自己判定 

基準項目 4－2 を満たしている。 

 

（2）4－2 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

4-2-① 教育目的及び教育課程に即した教員の採用・昇任等による教員の確保と配置 

・教員の任用等の手続きは、昭和41（1966）年制定の「越原学園教員選考規程」に

基づいて実施されている。「教員選考手続きの流れ」がそのプロセスである。【資

料4-2-1～3】 

・教員採用は原則公募で行っている。建学の精神、大学の使命・目的は、既に述べ

たように高度な専門知識や技能を有する職能人の育成にあることから、教育研究

者だけではなく、管理栄養士などの資格を持った実務経験者も採用している。学

生の資格取得にはそれぞれ学校や病院等の機関での実習が多く課されているので、

それに見合った実務者による指導が必要とされるからである。その他、学生のキ

ャリア意識の向上にも繋げるため、一般企業での研究者や実務経験者など幅広い

候補者の中から、優れた教育研究業績のある教員を採用するため、「教員の期限

付任用に関する規程」に従い、平成18(2006)年度から期限付任用の教員を採用し

ている。期限付任用教員は、任用更新時または任用期間終了時における評価（人

事考課や教育研究業績）により、任期の定めのない任用への切替えも行うことが

できるとしている。【資料4-2-4】【資料4-2-5】 

・教員の昇任は、研究業績及び教育業績等、「教員資格審査基準」を満たし、理事

会の方針を遵守する候補者の中から、常務理事会の了承を得て、昇任審査を実施

している。（表2-8-6）【資料4-2-6】 

・平成 30(2018)年 5 月 1 日現在、「学部の種類に応じて定める必要専任教員数」は、

家政学部、文学部ともに教育課程に即した教員を配置し、必要数を上回っている。
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また、各学部の教育課程に応じ、それぞれの専門分野の教員を配置している。【資

料 4-2-7】（表 4-2-1） 

・「大学全体の収容定員に応じて定める必要専任数」では、必要総数 61 人に対して

現員は 74 人となっている（授業を担当していない教員 2 名を除く）。専任教員 74

人に対して兼任教員（外部非常勤教員を含む）は 208 人である。兼任教員が多い

のは、学部の特質上、専門分野により専任教員では担当できない細分化された科

目が多いことにある。また、家政学部では、実験実習の授業数が多く、文学部で

は、科目種数が多いことも影響している。【資料 4-2-7】 

・大学院研究科の専任教員については、学部教育との連続や専攻分野に配慮し、教

育研究上支障を生じないという前提のもとで、相応の研究業績のある大学の専任

教員が兼ねており、研究指導教員、研究指導補助教員ともに、大学設置基準上の

必要要員数を満たしている。【資料 4-2-8】 

・専任教員は、男性 35 人（47.3％）、女性 39 人（52.7％）である。学部別では、

家政学部が男性 16 人、女性 22 人、女性比率が 57.9％で、文学部は男性 19 人に

対し女性 17 人、男性比率が 52.8％となっている。（表 4-2-2） 

・大学全体の年齢構成は、年齢が高いものの、定年退職者の後任採用や学科再編・

学生定員増に伴う教員数の確保により、現在も若手研究者の採用が進められてい

る。（表 4-2-3）【資料 4-2-9】 

 

＜表 4-2-1 専任教員（家政学部・文学部）の専門分野＞ 

学部 教授 准教授 講師 助教 合計 教　員　名 男 女

家政学部 2 1 0 0 3 ○金井、○谷口、△坂本 ○金井、○谷口 △坂本

文学部 1 0 0 0 1 ○宮原 ○宮原

家政学部 0 0 0 0 0

文学部 1 0 1 0 2 ○辻和、市村 ○辻和 市村

家政学部 0 0 0 0 0

文学部 4 0 0 0 4 ○安藤、○Jarrell、○羽澄、○服部 ○服部、○Jarrell ○安藤、○羽澄

家政学部 0 0 0 0 0

文学部 1 1 1 0 3 ○吉村、△榊原、野内 △榊原、野内 ○吉村

家政学部 0 0 1 0 1 安井 安井

文学部 3 2 9 0 14
○荒川、○小椋、○髙橋、△大鐘、△桝川、

大曽、門松、國京、佐々木真、佐々木基、杉

原、竹内、宮本、村田

○髙橋、△大鐘、△小椋、△桝川、

大曽、佐々木真、佐々木基、杉原、

竹内

○荒川、門松、國京、宮本、村田

家政学部 0 0 0 0 0

文学部 1 3 1 0 5 ○伊藤充、△稲木、△坪井、△吉田、大森 △稲木 ○伊藤充、△坪井、△吉田、大森

家政学部 0 0 0 0 0

文学部 1 0 1 0 2 ○渋谷、堀 ○渋谷 堀

家政学部 0 0 0 0 0

文学部 0 1 0 2 3 △眞﨑、☆倉田、☆豊永 △眞﨑、☆倉田、☆豊永

家政学部 4 1 1 0 6 ○越原、○越前谷、○富士栄、○三宅、△青柳、岡村○越前谷、岡村 ○越原、○富士栄、○三宅、△青柳

文学部 0 0 0 0 0

家政学部 7 4 7 1 19

○今井、○磯部、○片山、○小出、○堀江、

○山澤、○山中、△小島、△近藤浩、△田

村、△間宮、近藤志、近藤貴、澤田、田辺、

辻美、松尾、横山弥、☆伊藤美

○今井、○磯部、○堀江、△小島、

△田村、田辺

○片山、○小出、○山澤、○山中、

△近藤浩、△間宮、近藤志、近藤

貴、澤田、辻美、松尾、横山弥、☆

伊藤美

文学部 0 0 0 0 0

家政学部 2 1 0 0 3 ○小町谷、○間瀬、△横山早 ○小町谷、○間瀬、△横山早

文学部 0 0 0 0 0

家政学部 5 0 1 0 6 ○久保、○駒田、○白井、○神内、○杉山、

山田

○久保、○駒田、○白井、○神内、

○杉山
山田

文学部 0 1 1 0 2 △吉川、山本 △吉川、山本

32 15 24 3 74

※本学の教育課程に基づく分類 ○＝教授、△＝准教授、無印＝講師、☆＝助教

分　　　野

人文・社会関係

国語・国文学関係

外国語関係

心理・社会福祉関係
人

文
社

会

科
学

教育学・保育学関係

音楽関係

計

美術関係

体育関係

家政学関係

食物学・栄養学関係

被服学関係

理数関係

自

然
科

学
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＜表 4-2-2 学科別専任教員（家政学部・文学部）＞ 

※授業を担当していない教員を除く 

 

＜表 4-2-3 年齢別専任教員（家政学部・文学部）＞ 

学科 / 年齢 ～30 31～40 41～50 51～60 61～ 計 

家政学部 0 3 10 11 14 38 

文学部 3 6 7 5 15 36 

計 3 9 17 16 29 74 

※授業を担当していない教員を除く 

 

【エビデンス集】 

【資料 4-2-1】越原学園 教員選考規程 

【資料 4-2-2】名古屋女子大学 教員資格審査委員会規程【資料 1-2-35】と同じ 

【資料 4-2-3】名古屋女子大学 教員選考手続きの流れ 

【資料 4-2-4】名古屋女子大学 教員の公募について 

【資料 4-2-5】学校法人越原学園 教員の期限付き任用に関する規程 

【資料 4-2-6】名古屋女子大学及び名古屋女子大学短期大学部 教員資格審査基準 

【資料 4-2-7】全学の教員組織（学部等） 

【資料 4-2-8】全学の教員組織（大学院等） 

【資料 4-2-9】専任教員の学部、研究科ごとの年齢別の構成 

 

 

4-2-② FD(Faculty Development)をはじめとする教育内容・方法等の改善の工夫・

開発と効果的な実施 

・平成 19(2007)年 1 月に「名古屋女子大学教員人事考課規程」を制定し、教員の

教育研究活動を評価する体制を整え、平成 19(2007)年 3 月より教員評価を実施

している。【資料 4-2-10】 

・教員評価は、平成 20（2008）年 3 月に改正された「名古屋女子大学教員人事

考課規程」を根拠として、年 1 回、3 月末までの教育研究業績等を「能力評価

シート」に基づき、「本学教員としての心構え」及び「教育活動」「研究活動」

「管理運営」「社会貢献」のカテゴリーで評価している。規程に定める第一次

評価者は、被評価者より提出された「教育研究業績一覧」等を参考に被評価者

の職務行動を規程 8 条に定められた評価項目に従って評価を行い、第二次評価

学部 
学長 教授 准教授 講師 助教 計 

男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 計 

学長・副学長  1          1 1 

家政学部   11 8 2 5 3 7  1 16 21 37 

文学部   7 5 5 3 7 7  2 19 17 36 

計  1 18 13 7 8 10 14  3 35 39 74 
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者に「能力評価シート」を提出、その後、順次上位評価者へ提出する。学園長・

副学園長が全体点検を行ったのち、常務理事会が最終評価を行う。第一次評価

者が被評価者に対して個人面談を実施し、更なる質の向上を図り、常務理事会

は教員の評価対象翌年度の給与及び期末・勤勉手当を決定している。【資料

4-2-11】 

・FD活動については、学内組織「自己点検・自己評価委員会」が主体となって取

り組んでいる。「自己点検・自己評価委員会」が「学生による授業評価」アンケ

ートを実施し、その結果に基づき、授業改善の取り組みを行っている。「学生に

よる授業評価」アンケートは、前期、後期それぞれ中間・期末の年4回実施し、

評価結果は授業担当教員へフィードバックされる。期末評価結果については、

教員自身が結果考察を記述し、簡易製本して図書館において学内公表している。

【資料4-2-12～15】 

・自己点検・自己評価委員会FD作業部会は、各学科・専攻においてFD推進担当者

を中心とした授業改善や教育課程の運営等のFD活動について、「FD活動実施報

告書」の提出を義務づけ、その内容の検討を行っている。また、平成22(2010)

年度から、「学生による授業評価」結果に基づき各教科目グループ内で教員相

互の授業参観、授業検討会による授業手法の改善に取り組む「FD授業改善プロ

グラム」を開始した。平成23(2011)年度からは、「FD授業改善プログラム」の

さらなる円滑な運用のため、実施主体を教科目グループから学科・専攻へと変

更している。【資料4-2-16】【資料4-2-17】 

・平成24(2012)年度から、自己点検・自己評価委員会の下にシラバス検討作業部

会を設置し、教育の質の向上、授業内容や方法のさらなる改善を目的として、

シラバスの充実を図っている。【資料4-2-18】 

・教授方法を工夫するために、各学科で FD 活動を行なっている。FD 活動内で学

科教員の授業参観を行い、教授方法を参考とするようにしている。 

 

【エビデンス集】 

【資料 4-2-10】名古屋女子大学 教員人事考課規程 

【資料 4-2-11】能力評価シート 

【資料 4-2-12】名古屋女子大学 自己点検・自己評価委員会規程 

【資料 4-2-13】名古屋女子大学 自己点検・自己評価委員会 FD 作業部会規程 

【資料 4-2-14】平成 26 年度授業評価実施要領、授業評価アンケート用紙 

【資料 4-2-15】学生による授業評価 集計結果と考察 

【資料 4-2-16】FD 活動実施報告書 

【資料 4-2-17】FD 授業改善プログラム 

【資料 4-2-18】名古屋女子大学 自己点検・自己評価委員会シラバス検討作業 

部会規程 

 

（3）4－2 の改善・向上方策（将来計画） 

・現状の教員の専門性や年齢構成を充分に勘案し、今後の学部・学科の改組や教育
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課程の変更を見据え、教員の採用及び適切な配置に努めていく。 

・建学の精神、大学の使命・目的に沿い、今後も、研究者に限らず、一般企業等か

らの実務経験者等、幅広い候補者からの採用を念頭に、教育と研究のバランスを

保てるよう、年齢構成も鑑み、採用計画を立てる。また、昇任については、教育

研究業績に加え実務実績を重視した審査を行っていく。 

・教員評価制度については、これまでの実績を踏まえ、効果を検証しつつ、改善を

していく。 

・教育研究では、必修科目における専任教員の担当割合を高め、教員の採用におい

ては職位的にバランスのとれる構成となるよう計画する。 

 

 

4－3 職員の研修 

4-3-① SD(Staff Development)をはじめとする大学運営に関わる職員の資質・能力向

上への取組み 

（1）4－3 の自己判定 

基準項目 4－3 を満たしている。 

 

（2）4－3 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

・平成 16(2004)年度から SD(Staff Development)を大学全体で推進しており、職員

の能力向上を図るため「名古屋女子大学 職員研修規程」を制定し、研修を制度

化した。この規程に基づき、本学職員としてふさわしい品位と識見を備えた能力

を養成するため、職制別研修、業務別研修、派遣研修、特別研修を行っている。

研修を受けた職員は、研修報告書を上司に提出することにより、情報共有などを

行っている。職員は学生指導に係る外部研修等の SD 活動にも積極的に参加し、

他大学の学生指導方法等を参考とし、本学の学生支援の改善向上が図られている。

【資料 4-3-1・2】 

・職員人事考課は、「越原学園 職員人事考課規程」に基づき実施している。具体的

には、「業務改革・改善計画表」「業務提案実施及び改革・改善以外の業務の達成

状況評価表」により、日常業務、勤務全般における総合的評価を行っている。「業

務改革・改善計画表」作成時には、第一次評価者が被評価者に対して個人面談を

実施し、更なる質的向上を図るよう指導、助言を行っている。第一次評価者は、

中間期に被評価者の計画実施における進捗状況を確認し「業務改革・改善評価表

（中間）」を作成、期末時に、被評価者より提出された「業務改革・改善評価表（期

末）」を参考に、被評価者の職務行動を規程 8 条に定められた評価基準に従って

評価を行い、第二次評価者に「能力評価シート」を提出、その後、順次上位評価

者へ提出する。学園長・副学園長が全体点検を行ったのち、常務理事会が最終評

価を行う。第一次評価者が被評価者に対して個人面談を実施し、評価結果を説明

し、常務理事会は職員の評価対象翌年度の給与及び期末・勤勉手当を決定してい

る。評価の低い被評価者は「改善計画書」を作成し、上司に提出することとして

いる。【資料4-3-3～8】 
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・職員は、平成18(2006)年度途中から、日常業務についての業務報告書（報告と提

案）を上司に提出し、提案などについてのフィードバックがされている。なお、

上司は「管理職業務報告書」を作成し、所属課員の能力開発・育成（具体計画）

の推進に努めている。食物栄養学科技術職員については、業務報告書の中に管理

栄養士国家試験対策等の状況などの項目が追加されている。【資料4-3-9】 

・平成18(2006)年9月以降3か月ごとに管理職の政策提案研修を実施し、課題を解決

する能力の相互研鑽を行い、平成22(2010)年2月から本部月例報告会を毎月実施し

てきたが、平成25 (2013) 年度からは、与えられた課題に対する取り組みだけで

はなく、将来、学園の中心となるべき中間管理職に対して、リーダーシップを発

揮できる職員としての育成に向け、管理職研修として実施している。【資料4-3-10】 

・課長補佐以下の事務職員については、平成 24 (2012) 年 9 月から、毎回の朝礼時

に 2 分間の業務提案発表を輪番で行っている。【資料 4-3-11】 

・技術職員については、平成 24(2012)年 12 月から文書作成研修、勤務振り返り研

修を開始している。文書作成研修は、平成 24(2012)年度は 3 回、平成 25(2013)

年度以降は毎年 9 回実施し、成果を上げている。研修内容は、勤務の振り返り、

自己評価を行い、グループワークとして実施している。【資料 4-3-12】【資料

4-3-13】 

・採用前の3月下旬に、新任教職員対象に新任者研修を実施している。新任者研修は

二日間にわたって実施され、全体研修、続いて各部署での実務研修を実施してい

る。【資料4-3-14】 

・新規採用職員は、平成14年(2002)度より、学園の建学の精神を深めるために、越

原学舎(創立者の郷里にある学生の研修施設)研修に参加している。なお、平成

22(2009)年度より学園の歴史資料館として開館した越原記念館の見学を、新任者

研修の一環として実施している。【資料4-3-15】 

・平成 19(2007)年度より設けた「教職員研修室」の実質的な運用により、更に平成

29(2017)年度より「研修企画室」として、本法人の全教職員の能力向上に係わる

研修計画の立案などを担っている。【資料 4-3-16】 

 

【エビデンス集】 

   【資料 4-3-1】名古屋女子大学 職員研修規程 

【資料4-3-2】職員研修一覧 

【資料 4-3-3】越原学園 職員人事考課規程 

【資料 4-3-4】業務改革・改善計画表 

【資料 4-3-5】業務改革・改善評価表 

【資料 4-3-6】業務提案実施及び改革・改善以外の業務の達成状況評価表 

【資料 4-3-7】能力評価シート 

【資料 4-3-8】面談チェックシート 

【資料 4-3-9】業務報告書 

【資料4-3-10】平成30年度管理職育成研修実施（案） 

【資料 4-3-11】朝礼発表実施要領 



名古屋女子大学 

71 

【資料 4-3-12】文書作成研修について（案内） 

【資料 4-3-13】技術職員勤務振り返り研修 

【資料 4-3-14】平成 30 年度新任者研修日程【資料 1-2-4】と同じ 

【資料 4-3-15】事務職員越原学舎研修について 

【資料 4-3-16】「研修企画室」教職員研修一覧 

 

（3）4－3 の改善・向上方策（将来計画） 

・教職員の資質能力向上のため、今後も各研修内容の精選に努めていく。 

・中心となるべき中間管理職に対して管理職研修を実施しているが、今後更に内容

を充実し、管理職としての能力を向上させ、部下の指導に活かしていく。 

・「研修企画室」は、管理職研修の実質的な運用機関とするほか、本法人の全教職

員の能力向上に係わるすべての研修を担う部署として確立させていく。 

  ・技術職員には、継続的に行っている文書作成研修において、各自の日常業務と学

生指導に活かせるものとして習得させる。 

 

 

4－4 研究支援 

4-4-① 研究環境の整備と適切な運営・管理 

4-4-② 研究倫理の確立と厳正な運用 

4-4-③ 研究活動への資源の配分 

基準項目 4－4 を満たしている。 

 

（2）4－4 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

4-4-① 研究環境の整備と適切な運営・管理 

・助教以上の教員については１週１日（7 時間 45 分）、助手については 2 週につき

１日（7 時間 45 分）の学外研修を行うことができる。【資料 4-4-1】 

・平成 29（2017）年 9 月には、旧本館・西館の建て替え工事として、最新設備を備

えた新本館校舎が完成した。主に家政学部に関連する実験・実習室や教育研究室

を整備・配置したほか、動物実験室の整備に関連して研究機器備品が大幅に更新

されるなど、教育研究環境の充実を図っている。 

・教員の研究成果を発表することを目的として、紀要編集委員会が編集する「名古

屋女子大学紀要」（家政・自然編、人文・社会編）を年 1 回発行しており、教員に

積極的に投稿するよう呼びかけている。紀要は現在、名古屋女子大学機関リポジ

トリで公開を行い、本学研究成果の内外からの利用に供している。【資料 4-4-2】 

・大学の付属機関として総合科学研究所が設置されている。総合科学研究所は建学

の精神を基礎とし、自然・家政、および文化・教育に関する理論と実践を研究す

ると共に、広く協働研究、調査研究を推進し、文化の創造と技術の進歩、併せて

地域文化の進歩向上に貢献することを目的としている。構成は、所長、顧問、主

任、所員（本学専任教員）、事務職員、研究員で、運営委員会を通して運営を行っ

ている。研究活動としては、研究所が定める機関研究と学内公募によるプロジェ
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クト研究を行っている。事業活動としては、「大学講演会」開催のほか、「開かれ

た地域貢献事業」として、平成 18（2006）年度から地域の公共施設である名古屋

市瑞穂児童館と名古屋市瑞穂保健所とのコラボレーション事業を行っている。ま

た、平成 18（2006）年度から「総合科学研究」を年 1 回発行しており、機関研究・

プロジェクト研究の研究論文を掲載している。「総合科学研究」はインターネット

上で公開している。【資料 4-4-3】 

・学生の卒業研究等については、各学部・学科において提示された研究課題をもと

に、学生から希望を取り、人数調整をした後、研究指導教員に配置している。年

度末には、卒業研究発表会を実施している。【資料 4-4-4】 

 

【エビデンス】 

   【資料 4-4-1】学校法人越原学園 服務規程 

【資料 4-4-2】名古屋女子大学 紀要（名古屋女子大学機関リポジトリ） 

       https://nagoya-wu.repo.nii.ac.jp/ 

【資料 4-4-3】名古屋女子大学ホームページ（総合科学研究所） 

       https://www.nagoya-wu.ac.jp/sogo/kenkyu.html 

【資料 4-4-4】学科会議議事録 

 

 

4-4-② 研究倫理の確立と厳正な運用 

  ・「名古屋女子大学 研究活動における不正行為の対応等に関する規程」、「名古屋女

子大学公的研究費の管理・監査体制に関する規程」を定め、研究活動の不正防止、

公的研究費の適切な執行に関して全学的に推進している。【資料 4-4-5～6】 

・不正防止体制は、全学を統括する「最高管理責任者」として学長を、最高管理責

任者を補佐し全体を統括する実質的な責任と権限をもつ「統括管理責任者」とし

て法人本部長を、各学部のコンプライアンス責任者として学部長を、事務部門の

コンプライアンス責任者として事務局長を置き、責任体制の明確化を図っている。

＜表 4-4-1＞ 

・「名古屋女子大学 研究活動における不正行為の対応等に関する規程」および「名

古屋女子大学公的研究費の管理・監査体制に関する規程」に規定する「研究倫理

教育」については、平成 27（2016）年度より順次実施している。教職員に対して

は 3 年おきに日本学術振興会が提供する研究倫理教育講習「eL CoRE」の全員受講

を求めている。あわせて新任の教職員に対しては着任時に研究倫理教育の受講と

「誓約書」の提出を求めている。学生および大学院生に対しては担当教員の指導

の下、主に研究指導を開始する学年において「eL CoRE」の受講を実施している。

【資料 4-4-7】 
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＜表 4-4-1 公的研究費の管理・監査等責任体系図＞ 

 
・ヒトを対象とした研究については、「名古屋女子大学 ヒトを対象とする研究に関

する委員会規程」に基づき、ヘルシンキ宣言の主旨に沿って倫理的配慮のもとに

行われるよう定めている。原則として年 4 回、委員会が開催され、提出された研

究計画の内容について審査の上、審査結果を学長に答申し、学長が決裁を行って

いる。【資料 4-4-8】 

・動物実験については、「名古屋女子大学 動物実験指針」及び「名古屋女子大学 動

物実験委員会規程」に基づき、科学的かつ動物福祉の観点から適正な動物実験の

実施を図るよう定めている。原則として年 4 回、委員会を開催し、提出された実

験計画の内容について審査を行い、学長が承認したものについて実験が実施され

ている。実施に当たっては、動物実験を実施する教員、「解剖生理学実験」などの

対象授業を履修する学生全員を対象に「動物実験に関する教育訓練」の受講を義

務付けている。【資料 4-4-9～10】 

 

【エビデンス】 

【資料 4-4-5】名古屋女子大学 研究活動における不正行為の対応等に関する 

規程 

【資料 4-4-6】名古屋女子大学公的研究費の管理・監査体制に関する規程 

【資料 4-4-7】誓約書 

【資料 4-4-8】名古屋女子大学 ヒトを対象とする研究に関する委員会規程 

【資料 4-4-9】名古屋女子大学 動物実験指針 

【資料 4-4-10】名古屋女子大学 動物実験委員会規程 
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4-4-③ 研究活動への資源の配分 

・教員の研究支援として「教育研究費」があり、年間で教授 40 万円、准教授 35 万

円、講師 30 万円、助教・助手に 15 万円を配分している。また、平成 21(2009)

年度より、教育研究活動の活性化のため、上記を基準金額として、教員の教育研

究業績一覧及び学生の授業評価結果などのデータを評価するなどして、人事考課

により増額する措置を実施している。【資料 4-4-11】 

・本学専任教員の研究活動の活性化を図り、教育研究を充実発展させるとともに、

科学研究助成事業への採択件数の増加を目指すことを目的として、学内の競争的

研究費である「教育・基盤研究助成費」を設けている。助成費の交付を受けた教

員は、研究期間終了年度の翌年度、科研費への応募を義務付けている。また、「教

育・基盤研究助成費」の枠内において、科研費に採択された場合にその減額分の

一部を補填する「科研費差額助成」、研究成果の刊行を助成する「出版助成」の制

度も設けている。申請者は、研究計画調書を提出し、学内審査を経て、助成金額

が決定される。【資料 4-4-12】 

 

＜表 4-4-2 平成 30 年度 教育・基盤研究助成費 被交付者一覧＞ 

学部 研究者名
研究
分野

研究
種目

研究
期間

研究課題 H30年度交付額

家政 磯部　健一 自然 基盤 ２年
糖質と核酸をほとんど含まない卵のみの餌でマウスの
発生、成長は可能か 400,000

家政
◎近藤　貴子

　　山田久美子
自然 基盤 ２年 母体ストレスが仔の間葉系幹細胞に及ぼす影響 2,480,000

家政 澤田　樹美 自然 基盤 ２年
行動科学理論に基づいた嗜好品の食育普及に向けた
量および質的検討 745,000

家政 松尾　亜希子 自然 奨励 ２年
キャロブ不快物質の同定および加工食品素材への応
用 770,000

文 豊永　洵子 人文 奨励 ２年 教師の表現運動・ダンス指導力の向上に関する研究 282,000

家政 伊藤　美穂子 自然 基盤 ２年
老齢期マウスにおける海馬錐体細胞樹状突起のスパ
イン数に及ぼす飼料性状の影響 80,000

家政 片山　直美 自然 基盤 ２年
遺伝子を用いた体脂肪量減少と体たんぱく質量増強に
関する研究 400,000

家政 近藤　志保 自然 基盤 ２年
栄養教育における人工知能を用いたアルゴリズム的思
考法の開発 80,000

家政
◎田辺　賢一
　　山中なつみ

自然 教育 ２年
新奇精麦法によって得られた大麦糠の生活習慣病予
防効果ならびに食品としての実用化を目指した試みに
関する研究

1,108,000

家政 三宅　元子 自然 基盤 ２年
消費者市民社会を推進する指導力を育成・評価する
ルーブリックの効果検証 500,000

文
◎佐々木　基裕

杉原　央樹
人文 奨励 ２年

教職課程担当教員の「専門性」構築過程の研究ー学生
との関係性を視野に入れてー 536,000

文
◎渋谷　　　寿
　吉川　直志

人文 基盤 ２年
新学習指導要領の方向性に沿った玩具づくりワーク
ショップ及び玩具デザイン開発 825,000

家政 横山　弥枝 自然 教育 2年
大規模コホート研究（JACC Study）から見た食生活と
NCDリスク 160,000

文 門松　愛 人文 教育 2年
「発達にふさわしい実践」における日本と諸外国の文化
的相違に関する研究 420,000

文 佐々木　真吾 人文 基盤 2年
児童虐待の早期発見・予防に向けた保育・教育関係者
の事実確認面接の意識調査 400,000

合　計 9,186,000
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＜科研費差額助成＞

学部 研究者名
研究
期間

研究課題 H30年度交付額

家政 近藤　浩代 基盤研究（B)
Ｈ28～
Ｈ30

経皮的炭酸ガス吸収及びパルス超音波照射の併用に
よる糖尿病性微小循環障害の治療戦略 1,262,000

家政 磯部　健一 基盤研究（B)
Ｈ28～
Ｈ30

刺激応答タンパクGADD34と代謝性高齢者疾患の解明 1,463,000

家政 田辺　賢一 基盤研究（C)
Ｈ28～
Ｈ30

保健機能の発現を的確評価するための難消化性糖質
の統一定量法の確立に関する研究 227,000

家政 近藤　浩代 挑戦的萌芽研究
Ｈ28～
Ｈ30

糖尿病の3次元血管障害予防・改善因子による画期的
栄養サポートの開発 441,000

家政 山田　久美子 挑戦的萌芽研究
Ｈ28～
Ｈ30

母親の咀嚼運動による子供の肥満発症抑制機序の解
明 233,000

文 市村（渡辺）由貴 若手研究（B）
Ｈ28～
Ｈ30

歴史コーパスに基づく中世・近世語の複合辞および連
語の研究 145,000

家政 辻　美智子 若手研究（B）
H29～
H31

雑穀粉との複合化による新規大豆粉利用食品の開発
とその機能性評価 368,000

文 堀　　祥子 基盤研究（C)
H30～
H32

地域コミュニティ資本を活用した移動式屋台型アート
ツールと対話型コンテンツの開発 286,000

合　計 4,425,000

科研費種目

 

 

・科研費の採択状況は、平成 30（2018）年度は本学からの応募件数 23 件に対し新

規採択件数は 2 件であり、交付金額（直接経費）は新規課題と継続課題合計 10

件に対し、1,430 万円である。 

 

＜表 4-4-3 平成 30 年度 科研費 研究代表者一覧＞ 

 

採択
年度

研究代表者
研究種

目
研究期

間
研究課題名

H28 田辺　賢一
基盤研
究（C）

Ｈ28～
Ｈ30

保健機能の発現を的確評価するための難消化性糖質の統一定量法の確立
に関する研究

H28 近藤　浩代
挑戦的
萌芽研

Ｈ28～
Ｈ30

糖尿病の3次元血管障害予防・改善因子による画期的栄養サポートの開発

H28 山田　久美子
挑戦的
萌芽研

Ｈ28～
Ｈ30

母親の咀嚼運動による子供の肥満発症抑制機序の解明

H28 市村（渡辺）由貴
若手研
究（B)

Ｈ28～
Ｈ30

歴史コーパスに基づく中世・近世語の複合辞および連語の研究

H28 近藤　浩代
基盤研
究（Ｂ）

Ｈ28～
Ｈ30

経皮的炭酸ガス吸収及びパルス超音波照射の併用による糖尿病性微小循
環障害の治療戦略

H28 磯部　健一
基盤研
究（Ｂ）

Ｈ28～
Ｈ30

刺激応答タンパクGADD34と代謝性高齢者疾患の解明

H28 久保　金弥
基盤研
究（Ｂ）

Ｈ28～
Ｈ3１

高齢者の再生可能な海馬ネットワーク機能変化に及ぼす口腔環境の影響

H29 辻　美智子
若手研
究（B)

H29～
H31

雑穀粉との複合化による新規大豆粉利用食品の開発とその機能性評価

H30 堀　祥子
基盤研
究（C）

H30～
H32

地域コミュニティ資本を活用した移動式屋台型アートツールと対話型コンテン
ツの開発

H30 青柳　由佳
若手研

究
H30～
H32

土地利用に基づく植物資源を活用した民家構法デザインに関する研究  
 

  ・研究活動のための外部資金導入については、科研費のほか、受託研究などの獲得

に努めている。平成 30(2018)年度の採択状況は、表に示す（表 4-4-4、4-4-5）。 

 

＜表 4-4-4 平成 30 年度 外部助成 採択状況＞ 

学部 研究者名 団体名 交付額 研究期間

家政 青柳　由佳 公益財団法人 LIXIL住生活財団 180,000円 2017.12-2018.12
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＜表 4-4-5 平成 30 年度 受託研究 採択状況＞ 

学部 研究者名
受託研究費

（円）
相　　手　　先 所在地

家政 田辺賢一 2,220,000 サンエイ糖化株式会社 知多市

家政 田辺賢一 2,200,000 日本甜菜製糖株式会社 帯広市

家政 三宅元子 300,000 名古屋市市民経済局 名古屋市

家政 片山直美 350,000 国立長寿医療研究センター 大府市

家政 駒田格知 200,000 (株)テイコク 岐阜市

家政 青柳由佳 324,000 高山市 高山市
 

・研究施設・設備の充実環境については、各学部・学科からあげられる意見を参考

に、科研費間接経費などを当てている。 

・総合科学研究所では、機関研究及びプロジェクト研究、研究誌の発行等に、その

経費を当てている。機関研究・プロジェクト研究に関しては、学内からの公募に

より、当該委員会の審査を経て配分している。また、平成 30(2018)年度より、総

合科学研究所予算として「食と健康に関する研究」予算を追加した。【資料 4-4-11】

【資料 4-4-13】 

 

【エビデンス】 

【資料 4-4-11】予算基準単価等一覧表 

【資料 4-4-12】名古屋女子大学 教育・基盤研究助成規程【資料 1-2-19】と同じ 

【資料 4-4-13】総合科学研究所 機関研究及びプロジェクト研究 募集要項 

 

 

（3）4－4 の改善・向上方策（将来計画） 

・今後、科研費等の外部資金の獲得に向け、公募要領説明会の充実等に取り組み、

採択に向けての申請数を増やす。 

・平成 31（2019）年 4 月に設置を予定している健康科学部看護学科教員の着任に際

しては、人を対象とした研究に関わる倫理審査について、より厳格な運用が求め

られることから、「ヒトを対象とする研究に関する委員会規程」の改正を計画する。

また、研究倫理教育の充実に向け、「eL CoRE」に加え、医療系に対応した新しい

システムの構築を検討する。 

 ・動物実験については、動物実験の外部検証の受審準備に向け、「動物実験指針」及

び「動物実験委員会規程」の改正とともに、飼養保管体制のさらなる整備を行う。 

・「名古屋女子大学紀要」に、新たに「医療・看護編」の追加を検討する。 

   

 

［基準 4 の自己評価］ 

・大学の意志決定と教学マネジメントについては、理事会、常務理事会、そして、

学園全体の連絡調整としての大学運営会議を置くとともに、そのもとに教授会、
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研究科委員会、各種委員会があり、意志決定の権限と責任が諸規程等に明記され、

学長のリーダーシップにより機能的に運営されている。 

・権限の適切な分散と責任を明確にし、大学全体の組織および職員の配置により業

務の効果的な執行体制や教職協働体制が確保できている。 

・教員構成は、大学設置基準、管理栄養士指定要請施設、保育士養成施設、教職課

程のいずれの規則においても規定数を満たしている。ただし、少人数による演習

や実習、養成施設に関する細分化された専門科目により、非常勤講師を含む兼任

教員が多くなっているが、クラス編成の効率化等により改善しつつある。 

・年齢構成について高齢に偏る傾向があるので、定年退職者の後任採用や、学部・

学科改組により調整し、若い教員の採用に努めている。 

・教員の採用や昇任、教員評価システムは明確であり適切に管理運用されている。 

・FD については、自己点検・自己評価委員会 FD 作業部会、および、各学部学科を

中心に教育課程の見直しや授業改善に日々努力し推進している。 

・SD についても職員の研修制度は十分整えられており、定期的な実施と研修内容

の見直しが随時行われ、資質・能力向上が図られている。 

・教育研究費の支給や、研修日の設定、紀要などの研究誌の発行等、研究活動の活

性化に向け、適切な支援がなされている。 

・大学独自の競争的資金として「教育・基盤研究助成費」のほか、総合科学研究所

機関研究・プロジェクト研究等により研究活動を活性化させ、科研費等の外部資

金獲得にも力を入れている。 

・研究倫理については関連する諸規定が整備され、継続的に点検を行い厳正に運用

している。 
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基準 5 経営・管理と財務 

5－1 経営の規律と誠実性 

5-1-① 経営の規律と誠実性の維持 

5-1-② 使命・目的の実現への継続的努力 

5-1-③ 環境保全、人権、安全への配慮 

（1）5－1 の自己判定 

基準項目 5－1 を満たしている。 

 

（2）5－1 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

5-1-① 経営の規律と誠実性の維持 

・学校法人越原学園は、「越原学園 寄附行為」で「教育基本法及び学校教育法に従

い、学校教育を行う」ことを目的として掲げ、教育基本法、学校教育法及び私立

学校法等、関係法令を遵守し、高等教育機関として必要な諸規程を整備すること

で、法人経営の規律を維持している。【資料 5-1-1】 

 

【エビデンス集】 

【資料 5-1-1】越原学園 寄附行為 

 

5-1-② 使命・目的の実現への継続的努力 

・「越原学園 寄附

行為」に基づき、

法人の最高意思

決定機関である

理事会及び、そ

の諮問機関であ

る評議員会、ま

た、理事会の授

権に基づき、法

人の日常的業務

の決定を行う常

務理事会を設置

し、定期的に開

催することによ

り、使命・目的

実現のため、継

続的な努力を行っている。【資料 5-1-2】【資料 5-1-3】 

  ・理事会のもとに管理運営する組織として、法人本部人事課、財務課、企画調整室、

研修企画室、衛生管理室、学部学科設置準備室、入試広報センター、学術情報セ

ンターを置いて目的達成のための運営体制を整えている。（図 5-1-1） 

 

＜図 5-1-1 法人及び大学の組織＞ 
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【エビデンス集】 

 【資料 5-1-2】越原学園 寄附行為 

【資料 5-1-3】越原学園 常務理事会規程 

 

 

5-1-③ 環境保全、人権、安全への配慮 

・各種災害への対応については、「災害対策マニュアル」（「名古屋女子大学防災計画」

「特別警備班規程」「消防計画」「毒物・劇物管理規程」）を作成している。また、

災害発生時に迅速に対応できるよう、所轄消防署と連携し自衛消防活動を円滑に

進める体制として消火班・救護班など各専門チームを立上げ組織を整備している。

【資料 5-1-4】 

・教職員・学生の防災意識を高める取り組みとして、年 1 回の学生の防災訓練を実

施し、消防設備については専門業者に委託し年 2 回の法定点検はもとより、消防

設備の取扱い等の確認を行っている。【資料 5-1-4】 

・防犯対策では、不審者などの侵入や緊急災害

に備え、昼・夜間とも外部委託業者警備員が

1 日 2 回、和春寮 1 回の定期巡回を実施し、

大学キャンパスについては財務課（管財）担

当者が施設外部を 1 日 2 回、和春寮について

も学生生活担当職員が定期的に巡回している。

また、不審者対策として、教職員の名札着用、

来訪者については受付票記入と来訪者バッチ

の着用を義務付けている。また、管理棟以外

では防犯カメラを設置し不審者の侵入に備え

ている。 

・動物実験等で使用したラットは専用の冷凍庫に冷凍保存したのち、専門廃棄業者

に処分を委託し、廃棄証明書を受領している。また、実験等で使用した薬品や注

射針などについては、所定の回収場所に格納した上、専門廃棄業者に処分を委託

し廃棄証明書を受領している。【資料 5-1-5】【資料 5-1-6】 

・個人情報保護に関しては、平成 17（2005）年 3 月に「越原学園 個人情報保護に

関する基本方針」及び「越原学園 学生個人情報保護規程」を制定した。その後、

平成 24(2012)年 3 月に「越原学園 個人情報保護規程」に改正し、学生以外の保

証人、卒業生等も保護対象に含むなど個人情報保護体制を一層強化するとともに、

「個人情報の取扱いに関する規程」及び「個人情報の取扱いに関する規程に係る

取扱要領」を新たに定め、運用面での具体的な手続きや担当窓口を規定した。そ

れぞれの規程は学内 Web で公開している。【資料 5-1-7～10】 

・本学園が保有する個人情報が漏洩した場合の賠償リスクに備え、個人情報漏洩保

険に加入している。【資料 5-1-12】 

・ハラスメント防止に関して、「名古屋女子大学 ハラスメント防止・対策委員会規

程」、「名古屋女子大学 ハラスメント等相談窓口内規」、「名古屋女子大学 セクシ

＜図 3-1-2 防犯カメラからのモニ

ター映像＞ 
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ュアル・ハラスメント等の人権侵害防止に関するガイドライン」を定めている。

ハラスメント防止としては、規程に従い、「ハラスメント相談員」を配置するとと

もに、訴えがあった場合、規程に従い、ハラスメント防止・対策委員会を開催し、

解決に当たっている。【資料 5-1-13～15】 

 

【エビデンス集】 

【資料 5-1-4】越原学園 災害対策マニュアル 

【資料 5-1-5】専門業者による使用済み実験動物処理確認伝票 

【資料 5-1-6】専門業者による廃棄証明書（マニフェスト）        

【資料 5-1-7】越原学園 個人情報保護に関する基本方針 

【資料 5-1-8】大学ホームページ（個人情報保護に関する基本方針） 

https://www.nagoya-wu.ac.jp/kojinjoho.html  

【資料 5-1-9】越原学園 個人情報保護規程 

【資料 5-1-10】個人情報の取扱いに関する規程 

【資料 5-1-11】個人情報の取扱いに関する規程［取得・入力段階取扱］に係る取

扱要領 

【資料 5-1-12】個人情報漏洩保険証書 

【資料 5-1-13】越原学園 ハラスメント防止・対策委員会規程 

【資料 5-1-14】越原学園 ハラスメント等相談窓口内規 

【資料 5-1-15】越原学園 ハラスメント等の人権侵害防止に関するガイドライン 

 

 

（3）5－1 の改善・向上方策（将来計画） 

・経営の規律と誠実性は問題なく担保されている。今後も、法令等の改変や情報開

示の拡充等に配慮して経営することに努める。 

・大学キャンパスは住宅地に点在することになるので、不審者などの侵入者対策に

ついては、教職員・警備員による積極的な声掛け・挨拶を実施するとともに、警

備巡回などセキュリティをさらに強化する。 

 

 

5－2 理事会の機能 

5-2-① 使命・目的の達成に向けて意思決定ができる体制の整備とその機能性 

（1）5－2 の自己判定 

基準項目 5－2 を満たしている。 

 

（2）5－2 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

5-2-① 使命・目的の達成に向けて意思決定ができる体制の整備とその機能性 

・理事会は「越原学園寄附行為」第 12 条の規定に基づき設置されており、年 3 回（5

月、12 月、3 月）定例的に開催し、必要に応じて臨時理事会を開催している。理

事会においては、私立学校法に定められた審議事項など、本法人が必要とする事
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項について審議している。また、監事は、やむを得ない場合を除き、1 人ないし 2

人が出席し、「越原学園寄附行為」第 8 条に定める業務を行っている。【資料 5-2-1】 

・本学園の理事会は理事 5 人で構成されており、学内の出身者に限らず、社会経験

が豊かで本学園の運営に資する意見と識見を持つ者で構成している。理事会は、

「越原学園寄附行為」第 12 条第 9 項の規定に基づき、理事総数の過半数の出席に

より成立する。平成 27(2015)年度は年間 5 回、平成 28(2016)年度は年間 3 回、平

成 29(2017)年度は年間 4 回、それぞれ開催され、各回の理事会においては良好な

出席状況のもと、適切な意思決定がなされている（表 5-2-1）。理事会としての機

能を十分に発揮して使命及び目的の達成に向けた戦略的意思決定ができる体制が

整備されている。 

 

＜表 5-2-1 理事会開催及び出席状況（理事・監事）平成 27～29 年度＞ 

理事会開催年月日 
理事出席状況 

（出席者／現員） 

監事出席状況 

（出席者／現員） 
備 考 

平成 27 年 4 月 1 日 5 人／5 人 2 人／2 人  

平成 27 年 5 月 25 日 5 人／5 人 1 人／2 人  

平成 27 年 7 月 23 日 5 人／5 人 2 人／2 人  

平成 27 年 12 月 2 日 3 人／5 人 2 人／2 人  

平成 28 年 3 月 14 日 5 人／5 人 1 人／2 人  

平成 28 年 5 月 25 日 4 人／5 人 1 人／2 人  

平成 28 年 12 月 5 日 4 人／5 人 2 人／2 人  

平成 29 年 3 月 15 日 5 人／5 人 2 人／2 人  

平成 29 年 5 月 18 日 5 人／5 人 2 人／2 人  

平成 29 年 12 月 4 日 5 人／5 人 2 人／2 人  

平成 30 年 3 月 2 日 5 人／5 人 0 人／2 人 1 回目 

平成 30 年 3 月 2 日 5 人／5 人 1 人／2 人 2 回目 

 

・常務理事会は「越原学園常務理事会規程」に従い、理事会の授権に基づき、法人

の日常的業務の決定を行っている。日常業務に関わる内容も多岐にわたるため、

法人本部長、法人参事、法人参事補はじめ、審議内容により、法人本部や大学事

務局の担当課長等、関係職員が常務理事会に出席している。【資料 5-2-2】 
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＜表 5-2-2 理事会等の規程概要＞ 

組織名 規程概要 規程名 

理事会 

審
議
事
項 

学校法人の業務を決し、理事の職務の執行を監督する。理事会

に付議されるべき事項は、以下の通り。 

(1)予算、借入金（当該会計年度内の収入をもって償還する一

時の借入金を除く。）及び基本財産の処分並びに運用財産中の

不動産及び積立金の処分、(2)事業計画、(3)予算外の重要な業

務の負担又は権利の放棄、(4)寄附行為の変更、(5)合併、(6)

目的たる事業の成功の不能による解散、(7)寄附金品の募集に

関する事項、(8)その他この法人の業務に関する重要事項で理

事会において必要と認めるもの 

寄附行為 

構
成
員 

議 長：理事長 

構成員：理事（5 人）、監事（2 人） 

常務理事会 

審
議
事
項 

理事会からの授権に基づき、法人の日常業務の決定を行う。そ

の他に付議すべき事項は、以下の通り。 

(1)理事会に付議すべき事項に関すること、(2)評議員会に付議

すべき事項に関すること、(3)理事、監事及び評議員の選任に

伴う候補者の推薦に関すること、(4)その他理事長が必要と認

めた事項に関すること 

常務理事会

規程 

構
成
員 

議 長：理事長 

構成員：常務理事 

評議員会 

審
議
事
項 

法人の業務若しくは財産の状況又は役員の業務執行の状況に

ついて、役員に対して意見を述べ、若しくはその諮問に答え、

又は役員から報告を徴する。評議員会に付議すべき事項は、以

下の通り。 

(1)予算、借入金（当該会計年度内の収入をもって償還する一

時の借入金を除く。）及び基本財産の処分並びに運用財産中の

不動産及び積立金の処分、(2)事業計画、(3)予算外の重要な業

務の負担又は権利の放棄、(4)寄附行為の変更、(5)合併、(6)

目的たる事業の成功の不能による解散、(7)収益事業に関する

重要事項、（8）事項寄附金品の募集に関する事項、(9)その他

この法人の業務に関する重要事項で理事会において必要と認

めるもの 

寄附行為 

構
成
員 

議 長：理事長 

構成員：評議員（14 人） 

 

【エビデンス集】 

【資料 5-2-1】越原学園 寄附行為【資料 F-1】と同じ 

【資料 5-2-2】越原学園 常務理事会規程 

【資料 5-2-3】理事会決議録〔平成 27 年 4 月～29 年 5 月〕 

【資料 5-2-4】評議員会決議録〔平成 27 年 5 月～29 年 5 月〕 

 

（3）5－2 の改善・向上方策（将来計画） 

・理事会と、法人の日常的業務の決定を行う常務理事会を適切に開催することによ

り、相互の連携を密にし、機動的かつ迅速に戦略的な意思決定が行えるよう、一

層の体制整備に努めていく。 
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5－3 管理運営の円滑化と相互チェック 

5-3-① 法人及び大学の各管理運営機関の意思決定の円滑化 

5-3-② 法人及び大学の各管理運営機関の相互チェックの機能性 

（1）5－3 の自己判定 

基準項目 5－3 を満たしている。 

 

（2）5－3 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

5-3-① 法人及び大学の各管理運営機関の意思決定の円滑化 

・理事長は、寄附行為に定める理事会の規定に則り、学校法人越原学園を代表する

責任と権限を有している。また、学長は、大学を統括し学則の規定に則り、大学

運営にあたっている。 

・現状は理事長が学長を兼務しているため、法人と大学各部門との連携は密接であ

るということができる。また、法人及び大学の各部門間の連絡調整として大学運

営会議を開催しており、本学の月次運営の情報を共有している。【資料 5-3-1】 

 

【エビデンス集】 

【資料 5-3-1】大学運営会議議事録 

 

5-3-② 法人及び大学の各管理運営機関の相互チェックの機能性 

・「越原学園寄附行為」の規定により、法人の業務及び財産の状況を監査するため 2

人の監事を置き、監事は法人の理事、職員又は評議員以外の者で理事会において

選出した候補者のうちから評議員会の同意を得て理事長が選任している。【資料

5-3-2】 

 ・監事は理事会に出席するとともに、会計監査及び業務監査実施計画に基づく業務

監査を実施している。 

・なお、この監事による業務監査は、会計面のみならず法人の運営状況確認や懸案

事項に対する助言等、幅広い観点からの意見、指摘が行われている。【資料 5-3-3】

【資料 5-3-4】 

・また、監事 2 名は文部科学省主催の学校法人監事研修会に毎年交互に参加してお

り、監事業務や私学行政に関する動向の把握など、監事としての対処能力向上に

努めていると共に、研修会の報告を通じて法人との情報共有を行っており、学校

法人の公共性及び運営の適正性を確保するための機関である監事機能の充実を図

っている。【資料 5-3-5】 

・評議員会は「越原学園寄附行為」第 19 条の規定に基づき設置されており、原則と

して年 3 回（5 月、12 月、3 月）定例的に開催し、必要に応じて臨時評議員会を

開催している。評議員会においては、予算や事業計画、寄附行為の変更等、「越原

学園寄附行為」第 21 条で規定する理事長からの諮問事項に答えると共に、法人の

業務若しくは財産の状況又は役員の業務執行の状況について、役員に対して意見

を述べ、若しくはその諮問に答え、又は役員から報告を徴することができ、諮問

機関として適切に機能している。 
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・本学園の評議員会は、現在 14 人の評議員で構成されており、学内の出身者に限ら

ず、社会経験が豊かで本学園の運営に対する助言に際して高い識見を持つ者で構

成している。評議員会は、「越原学園寄附行為」第 19 条第 8 項の規定に基づき、

評議員総数の過半数の出席により成立する。平成 27(2015)年度は年間 3 回、平成

28(2016)・29(2017)年度は年間 4 回、それぞれ開催され、各回の評議員会におい

ては良好な出席状況のもと、適切な意見表明がなされている（表 5-3-1）。 

・評議員会の開催に際しては、監事に対しても出席を要請しており、やむを得ない

場合を除き、１人ないし 2 人の監事が出席している。 

・理事長は学長を兼ね、大学運営会議等において、法人と大学の相互チェックによ

るガバナンスは機能している。 

 

＜表 5-3-1 評議員会開催及び出席状況（評議員・監事）平成 27～29 年度＞ 

評議員会開催年月日 
評議員出席状況 
（出席者／現員） 

監事出席状況 
（出席者／現員） 

備 考 

平成 27 年 5 月 25 日 13 人／14 人 1 人／2 人  

平成 27 年 12 月 2 日 11 人／14 人 2 人／2 人  

平成 28 年 3 月 14 日 11 人／14 人 1 人／2 人  

平成 28 年 5 月 25 日 11 人／14 人 1 人／2 人 理事会を挟み 2 回開催 

平成 28 年 12 月 5 日 12 人／14 人 2 人／2 人  

平成 29 年 3 月 15 日 13 人／14 人 2 人／2 人  

平成 29 年 5 月 18 日 
12 人／14 人 2 人／2 人 1 回目 

13 人／14 人 2 人／2 人 2 回目 

平成 29 年 12 月 4 日 13 人／14 人 2 人／2 人  

平成 30 年 3 月 2 日 14 人／14 人 1 人／2 人  

 

【エビデンス集】 

【資料 5-3-2】越原学園 寄附行為【資料 F-1】と同じ 

【資料 5-3-3】平成 28 年度業務監査実施報告書・「第三者評価の指摘事項等の確

認」資料 

【資料 5-3-4】平成 29 年度業務監査実施計画書 

【資料 5-3-5】学校法人監事研修会報告書〔平成 27・28 年度〕 

 

（3）5－3 の改善・向上方策（将来計画） 

・理事長が学長を兼ねている体制を今後も維持することで、法人と大学各部門との

連携を保ち、意思決定が迅速かつ円滑に行えるよう、また、学長のリーダーシッ

プが十分発揮できるよう努めていく。 

・今後も評議員会の開催に際しては、諮問機関としての役割を漏れなく果たすこと

ができるよう、各案件に対する諮問の必要性について慎重に判断し、寄附行為等

に則した適切な評議員会運営がなされるようにする。 
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5－4 財務基盤と収支 

5-4-① 中長期的な計画に基づく適切な財務運営の確立 

5-4-② 安定した財務基盤の確立と収支バランスの確保 

（1）5－4 の自己判定 

基準項目 5－4 を満たしている。 

 

（2）5－4 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

 5-4-① 中長期的な計画に基づく適切な財務運営の確立 

・18 歳人口の動向など中長期的な見通しによる「中長期計画」、および中教審答申

をはじめとする社会の要請を取り入れた「予算編成基本方針」に基づき、収入・

支出バランスおよび教育研究の質向上を達成するための必要経費確保を考慮した

予算編成が毎年実施されている。【資料 5-4-1】【資料 5-4-2】 

・予算の査定は、個別ヒアリング後に「予算委員会設置要領」に定められた委員に

より、法人本部長を委員長とする予算委員会で審議される。予算委員会の後、こ

れらの案は理事会にて決議している。予算編成は３月に当初予算を編成するほか、

年１回以上の補正予算を編成し、決算との乖離がないよう努めている。【資料

5-4-3】 

・在籍者数については平成 26(2014)年度より入学定員を割っているものの、授業等

教育費を在籍者数により分配するなど、収入に合わせた支出が徹底されており、

収支の安定性が保たれている。【資料 5-4-4～6】 

 

5-4-② 安定した財務基盤の確立と収支バランスの確保 

・学生生徒等納付金比率（大学単独）は５年間で 75.1％から 79.1％の間で、安定的

に推移している。なお、平成 26（2014）年度の学生生徒等納付金率が例年より低

いのは、経常費補助金一般補助の収入超過額の改善と、改革総合支援補助金、活

性化設備整備費補助金の採択により補助金が増額したことによる。【資料 5-4-6】

【データ編 表 5-4・5-5】 

・18 歳人口の減少に伴い、財務体質強化のため、平成 29（2017）年度より文部科学

省の私立学校法に基づく収益事業を開始した。【資料 5-4-7】 

・教育研究経費比率（大学単独）は、平成 26（2014）年度では 24.3％であるが、平

成 27（2015）年度の文学部移転による新校舎建築、平成 28（2016）年度の新本館

建築、平成 29（2017）年度には平成 31（2019）年度に予定している新設学科棟建

設に伴う本館・西館解体による手数料、施設設備更新により比率が向上している。 

・金融資産の運用状況については、積立率は 112％から 133.6％で推移、４号基本金

に対する現金預金の割合も 2000％前後で推移しており、良好である。【資料 

5-4-8】【データ編 表 5-8】 

・無駄を排除する徹底的な経費削減策の実施などにより、人件費比率は 40％前後、

管理経費比率も 10％未満で推移している点は、財務運営上プラス要因と判断でき

る。【データ編 表 5-4・5-5】 

・事業活動収支計算書関係比率を始めとする主要財務指標数値については、平成
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27(2015)年度の文学部の移転による新校舎の建築により、事業活動収支差額比率

がマイナスとなったものの単年度に終わり、その後は良好かつ安定的に推移して

いる。以上のことから、適切な財務運営が確立されている。【データ編 表 5-2～

5-8】 

 

【エビデンス】 

【資料 5-4-1】中長期計画 

【資料 5-4-2】予算編成基本方針 

【資料 5-4-3】予算委員会設置要領 

【資料 5-4-4】入学定員充足率 

【資料 5-4-5】入学者数等 

【資料 5-4-6】補助金選定結果 

【資料 5-4-7】収益事業 （寄附行為 第３条の 2） 

【資料 5-4-8】金融資産の運用状況（過去 5 年間） 

【データ編 表 5-2】消費収支計算書関係比率（法人全体のもの）（過去 2 年間） 

【データ編 表 5-3】事業活動収支計算書関係比率（法人全体のもの） 

（過去 3 年間） 

【データ編 表 5-4】消費収支計算書関係比率（大学単独）（過去 2 年間） 

【データ編 表 5-5】事業活動収支計算書関係比率（大学単独）（過去 3 年間） 

【データ編 表 5-6、5-7】貸借対照表関係比率（法人全体のもの） 

【データ編 表 5-8】要積立額に対する金融資産の状況（法人全体のもの） 

（過去 5 年間） 

 

（3）5－4 の改善・向上方策（将来計画） 

・今後も収入・支出バランスおよび教育研究目的達成のため適正な配分を考慮した

単年度予算編成を継続するとともに、現在､財政基盤が安定しているので、それを

踏まえて中長期計画を見直していく。 

・5 年連続して大学全体では定員割れとなっている。原因として少子化の影響も考

えられるが、愛知県の 18 歳人口減少が全国平均と比べ深刻でないことを見れば、

学科構成の見直し、ブランド力強化のため、平成 31（2019）年度には新学部・新

学科の設置をはじめとする改組、定員見直しを行い、学納金の安定的確保を図る。 

・また、本学の教育の特色化を推進し、ブランド形成のための予算を手厚くすると

ともに、教育研究に関わる科学研究費助成事業などの申請数を増やし、補助金を

含めた外部資金獲得を目指す。 

・収益事業を軌道に乗せ、教育研究環境の維持向上に還元する。 

 

5－5 会計 

5-5-① 会計処理の適正な実施 

5-5-② 会計監査の体制整備と厳正な実施 

（1）5－5 の自己判定 
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基準項目 5－5 を満たしている。 

 

（2）5－5 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

5-5-① 会計処理の適正な実施 

・常務理事会で定められた「予算編成基本方針」をもとに、教育研究諸活動の内容・

目的に分けた目的別予算ごとに、各部門・部署より予算申請が行われ、法人本部

財務課で取り纏めを行っている。【資料 5-5-1】 

・各教職員には毎年 11 月の教授会にて予算編成方針の説明を行っている。特に、新

任者については、毎年 3 月下旬に行われる新任者研修会で予算執行のルールを含

め詳しく説明を行っている。また、目的予算別に決裁者を決め、決裁者が予算執

行の内容を確認した上で決裁するなど、適正な会計処理を実現している。【資料

5-5-2】 

・予算の査定は「名古屋女子大学 予算委員会設置要領」に則り、予算委員会にて

教育研究関連予算案の作成、並びに予算執行に係る事項について審議を行ってい

る。予算委員会の後、これらの案は理事会にて決議している。【資料 5-5-3】【資

料 5-5-4】 

・財務課（会計）では、迅速かつ正確な会計処理手続きが行えるよう、越原学園経

理規程により会計担当者が会計専用システムを用い全ての会計データの入力・管

理・運用を一括集中処理することで、学校法人会計基準に準拠した会計処理が正

確に行われている。【資料 5-5-5】 

・資産運用については預貯金を主とした慎重な運用としている。新規の借入金等も

ない状況を考慮すれば、大学の財政状況は健全な状態といえる。【資料 5-5-6】 

 

【エビデンス集】 

【資料 5-5-1】予算編成基本方針 

【資料 5-5-2】目的予算所管責任者一覧（決裁基準）  

【資料 5-5-3】予算委員会設置要領 

【資料 5-5-4】理事会議事録 

【資料 5-5-5】越原学園 経理規程 

【資料 5-5-6】資産運用規程 

 

5-5-② 会計監査の体制整備と厳正な実施 

・会計監査は、監査法人による監査と本法人の監事による監査を実施している。監

査法人の監査は、通常期の監査および決算監査があり、毎年度公認会計士 3 人に

より延べ平均 11 日間の会計監査が実施されている。監査は監査基準に準拠して行

われ、監査日以外にも電話、電子メール等により指導、助言を受けている。【資料

5-5-7～10】 

・定期的な監査による指摘事項については都度対応している。また、定期的な資産

の棚卸しを行い、備品、図書については毎年夏期に棚卸を行っており、各部署で

適正な管理を行っている。【資料 5-5-11】 
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・監事による内部監査は、理事会への出席と、決算時の帳票類と残高の確認に加え、

平成 26（2014）年度より平成 29（2017）年度まで年複数回の期中監査を行ってい

る。【資料 5-5-11】 

・科学研究助成費では、別途内部監査を行っている。【資料 5-5-12】 

・以上より、学校法人会計基準や経理規程等に基づき、適正な会計処理が行われて

いる。 

 

【エビデンス集】 

【資料 5-5-7】監事の監査報告書【資料 F-11】と同じ 

【資料 5-5-8】独立監査人の監査報告書 

【資料 5-5-9】監査日程計画表 

【資料 5-5-10】平成 30 年度業務監査実施計画書 

【資料 5-5-11】監査記録（サンプル） 

【資料 5-5-12】名古屋女子大学 公的研究費の管理・監査体制に関する規程  

 

（3）5－5 の改善・向上方策（将来計画） 

・本学では諸規程に基づき適正に会計処理を行っており、今後も継続する。 

・会計監査についても今後も監査法人に適宜助言を受けながら、厳正な監査を継続

していくとともに、監事監査を会計のみに限定せず教学マネジメント全体の視点

から実施していく予定である。 

 

 

［基準 5 の自己評価］ 

・経営の規律と誠実性の維持、使命・目的の実現への継続的努力、学校教育法、私

立学校法、大学設置基準をはじめとする大学の設置、運営に関連する法令の遵守、

環境保全、人権、安全への配慮、教育情報・財務情報の公表など、適切に遂行さ

れている。 

・理事会の運営は寄附行為に定められ、法人の日常的業務の決定を行う常務理事会

を適切に開催することにより、相互の連携を密にし、機動的かつ迅速に戦略的な

意思決定がなされている。 

・財務基盤と収支は安定しており、会計処理も適正に実施されている。 
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基準 6 内部質保証 

6－1 内部質保証の組織体制 

6-1-① 内部質保証のための組織の整備、責任体制の確立 

（1）6－1 の自己判定 

基準項目 6－1 を満たしている。 

 

（2）6－1 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

6-1-① 内部質保証のための組織の整備、責任体制の確立 

・平成 6（1994）年度に「名古屋女子大学自己点検・自己評価委員会規程」を定め、学

長を議長とする自己点検・自己評価委員会を設置した。平成 18（2006）年度に、認証

評価機関が行う第三者評価に対応する「自己点検・自己評価報告書」を作成するに当

たり、自己点検・自己評価委

員会の下に、学長を委員長と

する「第三者評価報告書作成

委員会」を設置した。さらに、

報告書作成の実務に当たる

組織として、第三者評価報告

書作成委員会の下に大学作

業 部 会 を 設 置し た 。（図

6-1-1）。【資料 6-1-1】【資料

6-1-2】 

 ・平成 20（2008）年度の日本

高等教育評価機構による1回

目の認証評価受審後、「学生

による授業評価」及び「授業

改善」の実施を中心とした自

己点検・評価を定期的に行っ

てきている。 

・平成 24（2012）年度に、日

本高等教育評価機構の大学

評価基準が大幅に改訂され

たことを機に、平成 25（2013）

年度に新評価基準を準用し

て総合的な自己点検・評価を

行い、それを基に平成 26

（2014）年度には本学自己点

検・自己評価委員会規程を改

正した。 

・教育に関わる直接評価（成績、出席状況、資格に関わる模擬試験など）や間接評価

（学生による授業評価アンケート、学修行動調査、学習経験調査など）は、学生支援

＜図 6-1-1 名古屋女子大学自己点検・評価組織図＞ 
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センターや学部・学科が実施し、

とりまとめ、現組織（図 6-1-2）

のもとで、学科 FD 等で活用する

とともに、教育課程への反映、授

業改善に努めている。 

・こうした諸データを統括し、組

織的に運営する「IR 推進委員会」

【資料 6-1-3】が平成 29(2017)年

9 月に発足し、責任体制を明確化

した。IR 推進委員会は他の組織と

連携し、情報の入手、調査、分析

を統括することを目的としてい

る。 

 

【エビデンス集】 

【資料 6-1-1】名古屋女子大学 自己点検・自己評価委員会規程 

【資料 6-1-2】名古屋女子大学 第三者評価報告書作成委員会規程 

【資料 6-1-3】名古屋女子大学 IR 推進委員会規程 

 

（3）6－1 の改善・向上方策（将来計画） 

・現在、各部署、各学部・学科で実施している各種調査（表 6-2-1）を IR 推進委員会

が主体となって、整理精選するとともに、内部質保証のための責任体制を確立し、

マクロ（機関）レベル､ミドル（学部・学科）レベル、ミクロ（科目）レベルの３つ

のレベルにおける学修成果等の可視化を行う。また、大学としてのアセスメントポ

リシー、各学部・学科におけるアセスメントポリシーを早急に策定していく。 

 

 

6－2 内部質保証のための自己点検・評価 

6-2-① 内部質保証のための自主的・自律的な自己点検・評価の実施とその結果の共有 

6-2-② IR(Institutional Research)などを活用した十分な調査・データの収集と分析 

（1）6－2 の自己判定 

基準項目 6－2 を満たしている。 

 

（2）6－2 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

6-2-① 内部質保証のための自主的・自律的な自己点検・評価の実施とその結果の共

有 

・建学の精神、大学の使命・目的が達成されるよう、学則第１章第１条の 2「自己点

検・評価」に示されるとおり、自己点検・自己評価委員会は、「教育研究水準の向上

を図り、第１条の目的及び社会的使命を達成するため、教育研究活動等の状況につ

いて自ら点検及び評価を行う」ことで、さらなる改善を目指し、学園の発展に寄与
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するものと位置づけている。【資料 6-2-1】 

・平成 24（2012）年度に日本高等教育評価機構の大学評価基準が改訂された機に、平

成 25（2013）年度に、新評価基準を準用して自己点検・評価を行った。その後、平

成 26（2014）年度に自己点検・自己評価委員会規程を改正し、認証評価機関の定め

る項目に準拠して総合的な自己点検・評価を行うこととした。【資料 6-2-2】 

・自己点検・自己評価委員会では、平成 11(1999)年度から「学生による授業評価」を

実施し授業改善のための資料として活用しているが、平成 21（2009）年度からは、

自己点検・自己評価委員会及び自己点検・自己評価委員会 FD 作業部会において、「学

生による授業評価」結果に基づく「授業改善プログラム」を実施し、各学科・専攻

で授業参観や授業検討会を実施するなど、自主的・自律的な自己点検・評価活動を

行い、PDCA サイクルを回している。【資料 6-2-3】【資料 6-2-4】 

・平成 27（2015）年度の「名古屋女子大学 自己評価報告書」は、大学ホームページ

上で公開している。【資料 6-2-5】 

・入学者数、収容定員、在学者数、卒業（修了）者数、進学者数、就職者等や全教員

の研究業績等の大学全体の教育研究情報について、大学ホームページ上で公開して

いる。【資料 6-2-6】 

・「教育・研究業績一覧」については、平成 13（2001）～16(2004)年度の 4 年分及び

平成 17（2005）年度から 20（2008）年度の 4 年分についてまとめ、製本して学内に

配布したが、その後学校教育法改正にともない、平成 23（2011）年 4 月より、大学

ホームページで各教員の教育･研究業績を公開している。【資料 6-2-6】 

・動物実験に関する自己点検・評価報告書及び動物実験実施状況を大学ホームページ

上で公開している。【資料 6-2-7】 

・内部質保証のための自主的・

自律的な自己点検・評価の

実施について、マクロ（機

関）レベル､ミドル（学部・

学科）レベル、ミクロ（科

目）レベルを示した表（図

6-2-1）に示す。また、直接

評価と間接評価についても、

横軸に直接評価と間接評価、

縦軸に実施レベルをとり、

それぞれの取り組みを図に

示す。（表 6-2-1）これら調

査結果の共有については、

各レベルに応じた形で実施

部署より学部・学科へ提供

がなされている。【資料 6-2-8】【資料 6-2-9】 

 

 

＜図 6-2-1 内部質保証のための取り組みレベル＞ 
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＜表 6-2-1 アセスメントの手法＞ 

番号 名称 対象 手法 実施時期 対象レベル 備考

調査書等提出物･筆
記試験･面接試験

選抜方法によって
評価方法が異なる

2 入学前教育（アンケート） 高校生 質問紙調査 入学前 機関レベル

3 大学生基礎力レポートⅠ 1年次生 質問紙調査 4月 機関レベル ベネッセ

4 大学生基礎力レポートⅡ ２年次生 質問紙調査 4月 機関レベル ベネッセ

5 キャリアアプローチ ３年次生 質問紙調査 4月 機関レベル ベネッセ

1年次生

2年次生

3年次生

7 GPA 全年次生
各学科における学
修到達度の検証

年度末 機関レベル

8 通算GPA 4年次生
教職員による集計
と確認

3月 機関レベル

9 就職率/進学率 4年次生
学生支援センター
による集計と確認

3月 機関レベル

10 卒業時アンケート 4年次生 質問紙調査 3月 機関レベル
学修状況･大学や学
生生活の満足度調査
を含む

11 卒業生アンケート 卒業生 質問紙調査 卒業後2年 機関レベル

機関レベル

学部・学科
レベル

13
基礎学力判定テスト(生物・
化学)

1年次生 テスト 4月
学部・学科
レベル

1年次生

4年次生

15 卒業論文等 4年次生 教員による評価 2月
学部・学科
レベル

16 履修履歴(学修カルテ) 全年次生
教職員による集計
と確認

3月
学部・学科
レベル

機関レベル

科目レベル

機関レベル

科目レベル

マクロレベル

ミドルレベル

ミクロレベル

1

各期の中間を含む

19

12 単位修得状況 全年次生
各学科における学
修到達度の検証

年度末

18 授業評価アンケート 全年次生 質問紙調査

14

前期・後期

入試時点

定期試験･レポート
の結果等

各科目の成績評価 全年次生
各履修科目の学修
到達目標の確認

科目レベル

JUES(学習経験調査) Web調査 1月
学部・学科
レベル

河合塾

前期・後期

全年次生
各履修講義科目の
学修成果の蓄積・
振り返り等

科目レベル 学修の総括を含む20 学修eポートフォリオ 前期・後期

学生の自己評価を指
導

21 総括的評価ルーブリック 全年次生
各履修科目の評価
規準・基準

科目レベル前期・後期

教員による議論

17
プレイスメント･テスト(英
語)

1年次生 テスト 4月

学修状況･大学や学
生生活の満足度調査
を含む

6 学修行動調査 質問紙調査 前期終了時 機関レベル

機関レベル入学者選抜 高校生
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【エビデンス集】 

【資料 6-2-1】名古屋女子大学 学則 

【資料 6-2-2】名古屋女子大学 自己点検・自己評価委員会規程 

【資料 6-2-3】学生による授業評価 集計結果と考察 

【資料 6-2-4】学生による授業評価アンケート結果に基づく授業改善について 

【資料 6-2-5】平成 27 年度 名古屋女子大学 自己点検・評価報告書 

https://www.nagoya-wu.ac.jp/sogo/kokai/jikohyoka_dai.pdf 

【資料 6-2-6】大学ホームページ（教育・研究情報の公開） 

https://www.nagoya-wu.ac.jp/sogo/kokai/gaiyo_dai.html 

【資料 6-2-7】大学ホームページ（動物実験関係） 

          https://www.nagoya-wu.ac.jp/sogo/kokai/gaiyo_hoka.html 

【資料 6-2-8】学科 FD 報告書 

【資料 6-2-9】表に示す各種調査実施要項 

 

6-2-② IR(Institutional Research)などを活用した十分な調査・データの収集と分

析 

・平成 11(1999)年度から「学生による授業評価」を実施しており、評価項目を再検

討するため休止した平成 14(2002)年度を除き毎年度、図書館において、教職員及

び学生が自由に閲覧できるようにしている。【資料 6-2-11】 

・総合的な自己点検・評価については、自己点検・自己評価委員会の下に設置した

第三者評価報告書作成委員会において、大学作業部会が作成した報告書の内容を

確認し、エビデンスとの照合を図っている。【資料 6-2-12】 

・大学全体の現状把握のため、入試広報センター、学生支援センター、総務課、財

務課、人事課等、様々な業務を担当する事務局各課や各種委員会において、数値

データの収集・分析が行われている。学籍・成績などの学務データは学生支援セ

ンター、財務データは財務課、人事データについては人事課が保有している。学

生支援センターの収集する成績データや履修状況をもとに、学科会議で成績不良

者等の動向把握を行い、対応策を協議している。【資料 6-2-13】 

・資格取得を目標としている学科においては、国家試験を含めた各種資格取得対策

についても、学科会議で数値データをもとに対応策を協議している。【資料

6-2-13】 

・入学生の受入れ状況や志願状況、オープンキャンパスの参加状況等については、

入試広報センターがデータを収集し、次年度に向けて対策を行っている。【資料

6-2-14】 

・学生生活の実態については、衛生管理室や学生相談室の利用状況を学生相談室運

営委員会がとりまとめ、各学部から選出された委員が教授会で報告を行っている。

【資料 6-2-15】 

・就職については、各学科から選出されたキャリア支援委員と学生支援センターキ

ャリア支援部門が連携して、各学科進路決定状況や就職先、卒業生アンケート等

の結果のデータをキャリア支援委員会で共有し、個別面談や就職試験対策講座な
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どのサポートを行っている。【資料 6-2-16】 

・「学生による授業評価」のデータ集計と分析については自己点検・自己評価委員会

が行い、集計結果を報告した後、データをもとに自己点検・自己評価委員会 FD

作業部会により「授業改善プログラム」を実施している。【資料 6-2-17】 

・教員の教育研究業績については、自己点検・自己評価委員会がデータを収集し、

大学ホームページ上で公開している。【資料 6-2-18】 

・教員の研究活動については、科学研究費助成事業等の外部資金や教育基盤研究助

成の採択結果等に関するデータを総務課がとりまとめている。【資料 6-2-19】【資

料 6-2-20】 

・IR(Institutional Research)などを活用した十分な調査・データの収集と分析に

ついては、前項で述べた調査結果を各レベルに応じた形で必要な部署へ提供され、

そこで分析、教育課程等へ反映させるとともに、授業改善には効果をもたらして

いる。【資料 6-2-21】【資料 6-2-22】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【エビデンス集】 

【資料 6-2-10】学生による授業評価 集計結果と考察 

【資料 6-2-11】第三者評価報告書作成委員会議事録 

【資料 6-2-12】学科会議議事録 

【資料 6-2-13】入試委員会次第、オープンキャンパス運営本部会議資料 

【資料 6-2-14】学生相談室運営委員会議事録 

【資料 6-2-15】キャリア支援委員会議事録【資料 2-3-7】と同じ 

【資料 6-2-16】自己点検・自己評価委員会議事録 

【資料 6-2-17】大学ホームページ（各教員の学位および業績） 

https://www.nagoya-wu.ac.jp/sogo/kokai/gaiyo_dai.html 

【資料 6-2-18】平成 30 年度科研費被交付者一覧 

【資料 6-2-19】平成 30 年度教育・基盤研究助成費被交付者一覧 

【資料 6-2-20】学科 FD 報告書【資料 6-2-8】と同じ 

図 6-2-2 学修成果の可視化 
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【資料 6-2-21】表に示す各種調査実施要項【資料 6-2-9】と同じ 

 

（3）6－2 の改善・向上方策（将来計画） 

・内部質保証のための自己点検・評価について、IR 推進委員会を主体とし、まずは、

大学全体、および、学部・学科におけるアセスメントポリシーを策定する必要があ

る。以下、現在検討中の案を示す。 

 

名古屋女子大学アセスメントポリシー（検討案） 

名古屋女子大学は、大学の教育目的、学部・学科の教育目的の達成のため、絶え

間ない教育改善を行うことを目的として､3 つのポリシー(ディプロマ､カリキュラ

ム､アドミッション)に基づき､大学全体としてのマクロ（機関）レベル､および、ミ

ドル（学部・学科）レベル、ミクロ（科目）レベルで､学修成果の可視化を行う。そ

の検証は､以下の方法（表１、図２）で実施することとし、マクロ（機関）レベル､

ミドル（学部・学科）レベル、ミクロ（科目）レベルの３つのレベルにおける PDCA

サイクルの仕組みを図 6-3-1 に示す。 

① 機関レベル（直接評価と間接評価の相互検証） 

・４年間における学修成果の到達度を検証する。 

   大学生基礎力レポートⅠⅡ、キャリアアプローチ、学修行動調査、通算 GPA､就職

率/進学率、卒業時アンケート､卒業生アンケート等 

・各年次における学修成果の到達度を検証する。 

   入学前教育（アンケート）、GPA、単位修得状況、プレイスメント・テスト等 

② 学部・学科レベル 

・学修成果の到達度を検証する。 

   基礎学力判定テスト（生物・化学）、ＪＵＥＳ（学習経験調査）、履修履歴等 

・卒業時における学修成果の到達度の検証も行う。 

   卒業論文、標準化テストや資格取得等 

③ 科目レベル 

・科目レベルにおける学修成果の到達度を検証する。 

   総括的評価ルーブリック、授業評価アンケート､成績評価､学修ｅポートフォリオ 

 等 

 

・データの分散を防ぐことや、個人情報などのセキュリティ管理については、IR 推進

委員会等が行うこととする。 

 

6－3 内部質保証の機能性 

6-3-① 内部質保証のための学部、学科、研究科等と大学全体の PDCA サイクルの仕組

みの確立とその機能性 

（1）6－3 の自己判定 

基準項目 6－3 を満たしている。 

 



名古屋女子大学 

96 

（2）6－3 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

6-3-① 内部質保証のための学部、学科、研究科等と大学全体の PDCA サイクルの仕組

みの確立とその機能性 

・平成 19（2007）年度に日本高等教育評価機構へ第三者評価受審申請を行い、平成

20（2008）年度に「名古屋女子大学 自己評価報告書」を提出し、「日本高等教育

評価機構が定める大学評価基準を満たしている」と認定された。付与された参考

意見については 継続的に対応し、平成 23 年（2011）年度に、その後の進捗状況

を評価・点検し、日本高等教育評価機構による「過年度受審大学に対する調査」

に回答を行っている。なお、平成 25(2013)年度及び平成 27(2015)年度に作成した

自己点検評価書における改善点などは、年度毎の大学の事業計画策定に反映させ

るとともに、各学部・学科における FD を通して改善がなされている。その結果は、

「第三者評価報告書作成委員会・同作業部会」で本報告書作成に反映されている。

【資料 6-3-1】【資料 6-3-2】【資料 6-3-3】 

・学長を委員長とする「自己点検・自己評価委員会」において、平成 11(1999)年度

より実施している「学生による授業評価」は、毎年その結果を分析し、教員にフ

ィードバックして次年度の授業に活かしている。特に改善が必要とされる授業に

ついては、「授業改善プログラム」を実施することにより改善を図っている。平成

24(2012)年度より「学生による授業評価」は前期・後期の中間を加え、計年 4 回

実施して授業改善に対する PDCA サイクルを加速させている。【資料 6-3-4】【資料

6-3-5】 

・マクロ（機関）レベル､ミドル（学部・学科）レベル、ミクロ（科目）レベルの３

つのレベルにおける PDCA サイクルの仕組みを図に示す。（図 6-3-1）ミドル・ミ

クロレベルにおいて、学科 FD 活動等を通して機能しており、大学全体としてのマ

クロレベルでの検証は各学部でそれぞれの立場から行っている。【資料 6-3-6】【資

料 6-3-7】 

 

図 6-3-1 内部質保証システムと PDCA サイクル 
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【エビデンス集】 

【資料 6-3-1】平成 20 年度 名古屋女子大学 自己評価報告書 

【資料 6-3-2】平成 23 年度「過年度受審大学に対する調査」回答のための予備調査 

【資料 6-3-3】平成 27 年度 名古屋女子大学 自己点検・評価報告書 

https://www.nagoya-wu.ac.jp/sogo/kokai/jikohyoka_dai.pdf 

【資料 6-3-4】学生による授業評価 集計結果と考察【資料 4-2-15】と同じ 

【資料 6-3-5】学生による授業評価アンケート結果に基づく授業改善について 

【資料 6-2-4】と同じ 

【資料 6-3-6】学科 FD 報告書【資料 6-2-8】と同じ 

【資料 6-3-7】表に示す各種調査実施要項【資料 6-2-9】と同じ 

 

 

（3）6－3 の改善・向上方策（将来計画） 

・IR 推進委員会が主体となり、図に示す PDCA サイクルを３つのレベルに応じた形で

明確化し、大学全体としての機能強化を図る。 

 

 

［基準 6 の自己評価］ 

・自己点検・評価は、認証評価機関の定める項目に準拠して行う自己点検・評価のほ

か、自主的・自律的な自己点検・評価として「学生による授業評価」結果に基づく

「授業改善プログラム」を行っており、なお、現在では、自己点検・自己評価委員

会、第三者評価報告書作成委員会、第三者評価報告書作成委員会大学作業部会が中

心となって教職協働体制が構築されており、自己点検・評価体制は適切である。 

・現状把握のためのデータの収集・分析は、各種エビデンスに基づき、各学部・学科・

専攻及び事務部門各部署で適切に行われ透明性が保たれている。さらに、各種委員

会活動の報告や各学科での対応策などについても十分な調査・データの収集と分析

が行われている。また、自己点検評価報告書や認証評価結果、学生による授業評価

等、自己点検・評価は学内共有し、冊子体や大学ホームページを通じて社会へ公表

できている。 

･「名古屋女子大学 自己評価報告書」や、「学生による授業評価」などの結果に基づ

く PDCA サイクルの仕組みが確立しているとともに有効に機能している。 

・内部質保証のための自主的・自律的な自己点検・評価の実施とその結果の共有につ

いては、学生支援センター等の各部署、および、各学部・学科において、しっかり

と行われている。これらを統括する大学全体の組織（IR 推進委員会）は、現状の状

況を整理した上で、責任体制を明確化し、基本となるアセスメントポリシーを策定

が急がれる。 
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Ⅶ．エビデンス集一覧 

 

エビデンス集（データ編）一覧 

コード タイトル 備考 

【共通基礎】 認証評価共通基礎データ 
 

【表 F－1】 理事長名、学長名等 
 

【表 F－2】 附属校及び併設校、附属機関の概要 
 

【表 F－3】 外部評価の実施概要 
 

【表 2－1】 学部、学科別在籍者数（過去 5 年間） 
 

【表 2－2】 研究科、専攻別在籍者数（過去 3 年間） 
 

【表 2－3】 学部、学科別退学者及び留年者数の推移（過去 3 年間） 
 

【表 2－4】 就職相談室等の状況 
 

【表 2－5】 就職の状況（過去 3 年間） 
 

【表 2－6】 卒業後の進路先の状況（前年度実績） 
 

【表 2－7】 大学独自の奨学金給付・貸与状況（授業料免除制度）（前年度実績） 
 

【表 2－8】 学生の課外活動への支援状況（前年度実績） 
 

【表 2－9】 学生相談室、医務室等の状況 
 

【表 2－10】 附属施設の概要（図書館除く） 
 

【表 2－11】 図書館の開館状況 
 

【表 2－12】 情報センター等の状況 
 

【表 3－1】 授業科目の概要 
 

【表 3－2】 成績評価基準 
 

【表 3－3】 修得単位状況（前年度実績） 
 

【表 3－4】 年間履修登録単位数の上限と進級、卒業（修了）要件（単位数） 
 

【表 4－1】 学部、学科の開設授業科目における専兼比率 
 

【表 4－2】 職員数と職員構成（正職員・嘱託・パート・派遣別、男女別、年齢別）  

【表 5－1】 財務情報の公表（前年度実績） 
 

【表 5－2】 消費収支計算書関係比率（法人全体のもの） 
 

【表 5－3】 事業活動収支計算書関係比率（法人全体のもの） 
 

【表 5－4】 消費収支計算書関係比率（大学単独） 
 

【表 5－5】 事業活動収支計算書関係比率（大学単独） 
 

【表 5－6】 貸借対照表関係比率（法人全体のもの）  

【表 5－7】 貸借対照表関係比率（法人全体のもの）  

【表 5－8】 要積立額に対する金融資産の状況（法人全体のもの）（過去 5 年間）  

※該当しない項目がある場合は、備考欄に「該当なし」と記載。 
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2-3．キャリア支援 

【資料 2-3-1】 名古屋女子大学キャリアデザインプログラム（表）  
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ア入門、管理栄養士海外研修、食物栄養学特論、管理栄養士総合演

習） 

 

【資料 2-3-22】 フードスペシャリスト資格取得指導計画  

【資料 2-3-23】 フードコーディネーター資格取得指導計画  

【資料 2-3-24】 
二級建築士、インテリアコーディネーター等の住居関連資格の資格

取得指導計画 
 

【資料 2-3-25】 2 級テキスタイルアドバイザー資格取得指導計画  

【資料 2-3-26】 情報処理士・上級情報処理士の資格取得指導計画  

【資料 2-3-27】 ファイナンシャルプランニング技能士資格取得指導計画  

【資料 2-3-28】 簿記資格取得指導計画  

【資料 2-3-29】 秘書検定資格取得指導計画  

【資料 2-3-30】 サービス接遇検定資格取得指導計画  

【資料 2-3-31】 教員採用試験対策講座一覧（一次、二次）  

【資料 2-3-32】 家政学部教職カルテ  

【資料 2-3-33】 教職指導計画  

【資料 2-3-34】 教員採用状況の推移（家政学部）  

【資料 2-3-35】 「オーストラリア・スクールインターンシップ」紙媒体  

【資料 2-3-36】 東京アカデミー講座  

【資料 2-3-37】 
文学部 2014－17 年度履修カルテの変遷、児童教育学専攻・幼児保

育学専攻履修カルテ 
 

【資料 2-3-38】 
履修カルテ提出マニュアル、履修カルテ説明会資料、クラス面談表

（紙媒体） 
 

【資料 2-3-39】 愛知県私立幼稚園連盟 PR キャラバン隊来校  

【資料 2-3-40】 ひまわりセミナー  

【資料 2-3-41】 文学部卒業生講演会  

【資料 2-3-42】 
リーフレット活動記録（紙媒体）、めばえ規約、めばえ活動計画（紙

媒体） 
 

2-4．学生サービス 

【資料 2-4-1】 学生生活の手引き HABATAKI 2018 【資料 F-7】と同じ 

【資料 2-4-2】 Hand Book2018  

【資料 2-4-3】 学生委員会議事録  

【資料 2-4-4】 学生生活の手引き HABATAKI 2018（18 ページ） 【資料 F-7】と同じ 

【資料 2-4-5】 学生サポーター（連携図）  

【資料 2-4-6】 大学独自の奨学金給付・貸与状況（授業料免除制度）（前年度実績）  

【資料 2-4-7】 平成 29 年度春光会奨学生選考結果  

【資料 2-4-8】 平成 29 年度小川奨学生  

【資料 2-4-9】 平成 29 年度 MA 奨学生  

【資料 2-4-10】 
平成 29 年度外国人留学生授業料減免申請者・平成 29 年度外国人留

学生奨学金申請者 
 

【資料 2-4-11】 平成 29 年度新入生歓迎会（ステージ発表について）  
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【資料 2-4-12】 学生の課外活動への支援状況（前年度実績）  

【資料 2-4-13】 課外活動助成金規程、課外活動特別助成金内規  

【資料 2-4-14】 学生生活の手引き HABATAKI2018（34 ぺージ） 【資料 F-7】と同じ 

【資料 2-4-15】 学生生活の手引き HABATAKI2018（36 ぺージ） 【資料 F-7】と同じ 

【資料 2-4-17】 学生保健カードを基に作成する疾病者リスト 【資料 2-2-12】と同じ 

【資料 2-4-18】 健康診断の案内（教職員・学生）、健康相談の日程案内  

【資料 2-4-19】 学生健康調査票  

【資料 2-4-20】 インフルエンザについてポータルサイトに掲載した案内  

【資料 2-4-21】 禁煙巡回実施要領  

【資料 2-4-22】 AED 配置場所  

【資料 2-4-23】 学研災・学研賠ごあんない  

【資料 2-4-24】 学生相談室カウンセラー担当表  

【資料 2-4-25】 学生相談室だより、カード  

2-5．学修環境の整備 

【資料 2-5-1】 校地、校舎等の面積  

【資料 2-5-2】 キャンパスマップ 【資料 F-8】と同じ 

【資料 2-5-3】 業務委託契約書等  

【資料 2-5-4】 保守契約の締結状況  

【資料 2-5-5】 警備計画書  

【資料 2-5-6】 PC 演習室施設一覧  

【資料 2-5-7】 学修 e ポートフォリオマニュアル 【資料 2-3-23】と同じ 

【資料 2-5-8】 ONEDRIVE 使い方マニュアル  

【資料 2-5-9】 保育教職自習室関連資料  

【資料 2-5-10】 名古屋女子大学学術情報センター利用の手引き  

【資料 2-5-11】 平成 26 年度利用者アンケート結果報告  

【資料 2-5-12】 学術情報センターだより第 70 号  

【資料 2-5-13】 耐震改修の状況  

【資料 2-5-14】 授業科目の開講基準  

2-6．学生の意見・要望への対応 

【資料 2-6-1】 大学運営会議 資料・議事録  

【資料 2-6-2】 名古屋女子大学 意見箱設置要項  

【資料 2-6-3】 意見書（様式）  

【資料 2-6-4】 学科 FD 資料  

【資料 2-6-5】 学生生活の手引き HABATAKI 2018（18 ページ） 【資料 F-5】と同じ 

【資料 2-6-6】 卒業時アンケート及びその分析結果 【資料 1-2-13】と同じ 

【資料 2-6-7】 NewVery アンケート  

【資料 2-6-8】 学生健康調査票 【資料 2-4-19】と同じ 

【資料 2-6-9】 名古屋女子大学 意見箱設置要項 【資料 2-6-2】と同じ 
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【資料 2-6-10】 意見書（様式） 【資料 2-6-3】と同じ 

【資料 2-6-11】 平成 29 年度利用者アンケート結果報告（学術情報センターだより）  

【資料 2-6-12】 食堂利用者アンケート（様式）  

【資料 2-6-13】 平成 29 年度教育後援会・学科別懇談会報告書  

基準 3．教育課程 

基準項目 

コード 該当する資料名及び該当ページ 備考 

3-1．単位認定、卒業認定、修了認定 

【資料 3-1-1】 履修要項 2018 【資料 F-12】と同じ 

【資料 3-1-2】 
大学ホームページ（3 つのポリシー） 

https://www.nagoya-wu.ac.jp/sogo/kokai/policy_dai_2018.html 
【資料 F-13】と同じ 

【資料 3-1-3】 
大学ホームページ（3 つのポリシー） 

https://www.nagoya-wu.ac.jp/sogo/kokai/policy_dai_2018.html 
【資料 F-13】と同じ 

【資料 3-1-4】 名古屋女子大学学則 【資料 F-3】と同じ 

【資料 3-1-5】 履修要項 2018 【資料 F-12】と同じ 

【資料 3-1-6】 名古屋女子大学履修規程  

【資料 3-1-7】 名古屋女子大学大学院学則 【資料 F-3】と同じ 

【資料 3-1-8】 平成 30 年度 大学院要覧 【資料 F-12】と同じ 

【資料 3-1-9】 名古屋女子大学学則 【資料 F-3】と同じ 

【資料 3-1-10】 履修要項 2018 【資料 F-12】と同じ 

【資料 3-1-11】 名古屋女子大学履修規程 【資料 3-1-6】と同じ 

【資料 3-1-12】 家政学部・文学部 卒業判定教授会議事録  

【資料 3-1-13】 名古屋女子大学学位規程  

3-2．教育課程及び教授方法 

【資料 3-2-1】 
大学ホームページ（3 つのポリシー） 

https://www.nagoya-wu.ac.jp/sogo/kokai/policy_dai_2018.html 
【資料 F-13】と同じ 

【資料 3-2-2】 新入生オリエンテーション計画表 【資料 2-2-4】と同じ 

【資料 3-2-3】 履修要項 2018 【資料 F-12】と同じ 

【資料 3-2-4】 履修要項 2018 【資料 F-12】と同じ 

【資料 3-2-5】 履修要項 2018  【資料 F-12】と同じ 

【資料 3-2-6】 
家政学部 3 学科の平成 27 年度 6 月以降からのカリキュラム改正資

料 
 

【資料 3-2-7】 
家政学部 3 学科 カリキュラムマップとカリキュラムツリー（履修

要項 2018） 
【資料 F-12】と同じ 

【資料 3-2-8】 家政学部 3 学科の FD 報告書および資料  

【資料 3-2-9】 家政学部 3 学科 学科会議議事録  

【資料 3-2-10】 
大学ホームページ（3 つのポリシー） 

https://www.nagoya-wu.ac.jp/sogo/kokai/policy_dai_2018.html 
【資料 F-13】と同じ 

【資料 3-2-11】 教務委員会・教育課程検討専門部会議事録  

【資料 3-2-12】 履修要項 2018 【資料 F-12】と同じ 

【資料 3-2-13】 自己点検・自己評価委員会 資料  

【資料 3-2-14】 家政学部 3 学科の FD 報告書および資料 【資料 3-2-8】と同じ 
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【資料 3-2-15】 家政学部 3 学科 学科会議議事録 【資料 3-2-9】と同じ 

【資料 3-2-16】 履修要項 2018 【資料 F-12】と同じ 

【資料 3-2-17】 文学部シラバス（該当科目）  

【資料 3-2-18】 文学部 3 学科の FD 報告書および資料  

3-3．学修成果の点検・評価 

【資料 3-3-1】 卒業時アンケート及びその分析結果 【資料 1-2-13】と同じ 

【資料 3-3-2】 学修達成度アンケート、学修行動アンケート資料  

【資料 3-3-3】 

「卒業生の就業状況に関するアンケート」及び「就職先から見た名

古屋女子大学・名古屋女子大学短期大学部卒業生の評価に関するア

ンケート」についての分析結果（報告） 

【資料 2-3-10】と同じ 

【資料 3-3-4】 管理栄養士国家試験合格者数推移  

【資料 3-3-5】 食物栄養学科卒業生進路先一覧 【資料 2-3-18】と同じ 

【資料 3-3-6】 
家政学部 3 学科 カリキュラムマップとカリキュラムツリー 

（履修要項 2018） 
【資料 F-12】と同じ 

【資料 3-3-7】 家政学部 3 学科 学科会議議事録 【資料 3-2-9】と同じ 

【資料 3-3-8】 ルーブリック作成要領  

【資料 3-3-9】 卒業時アンケート及びその分析結果 【資料 2-1-11】と同じ 

【資料 3-3-10】 文学部 FD 活動報告書  

【資料 3-3-11】 文学部教員採用試験・公務員試験採用試験一覧表  

【資料 3-3-12】 平成 29 年度授業評価実施要領、授業評価アンケート用紙  

【資料 3-3-13】 平成 29 年度授業評価アンケート集計値  

【資料 3-3-14】 学生による授業評価アンケート結果に基づく授業改善について  

【資料 3-3-15】 FD 活動実施報告書  

【資料 3-3-16】 H28 年教育特色化・ポートフォリオ  

【資料 3-3-17】 H29 年教育特色化・ポートフォリオ  

【資料 3-3-18】 学修 e ポートフォリオ取り扱いに関する説明(H29)  

【資料 3-3-19】 学生用学修ポートフォリオ入力マニュアル  

【資料 3-3-20】 NewVery 資料  

【資料 3-3-21】 教員採用試験合格者数一覧表  

【資料 3-3-22】 公務員（保育職）採用試験合格者一覧表  

基準 4．教員・職員 

基準項目 

コード 該当する資料名及び該当ページ 備考 

4-1．教学マネジメントの機能性 

【資料 4-1-1】 名古屋女子大学 家政学部教授会規程  

【資料 4-1-2】 名古屋女子大学 文学部教授会規程  

【資料 4-1-3】 名古屋女子大学 大学院学則 第 34 条 【資料 F-3】と同じ 

【資料 4-1-4】 名古屋女子大学大学運営会議規程 【資料 1-2-18】と同じ 

【資料 4-1-5】 名古屋女子大学 学長補佐に関する内規  

【資料 4-1-6】 越原学園 学園運営組織の役職の設置及び任命に関する規程  
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【資料 4-1-7】 越原学園 事務分掌規程  

【資料 4-1-8】 名古屋女子大学 決裁規程  

【資料 4-1-9】 事務分掌（表）  

4-2．教員の配置・職能開発等 

【資料 4-2-1】 越原学園 教員選考規程  

【資料 4-2-2】 名古屋女子大学 教員資格審査委員会規程 【資料 1-2-35】と同じ 

【資料 4-2-3】 名古屋女子大学 教員選考手続きの流れ  

【資料 4-2-4】 名古屋女子大学 教員の公募について  

【資料 4-2-5】 学校法人越原学園 教員の期限付き任用に関する規程  

【資料 4-2-6】 名古屋女子大学及び名古屋女子大学短期大学部 教員資格審査基準  

【資料 4-2-7】 全学の教員組織（学部等）  

【資料 4-2-8】 全学の教員組織（大学院等）  

【資料 4-2-9】 専任教員の学部、研究科ごとの年齢別の構成  

【資料 4-2-10】 名古屋女子大学 教員人事考課規程  

【資料 4-2-11】 能力評価シート  

【資料 4-2-12】 名古屋女子大学 自己点検・自己評価委員会規程  

【資料 4-2-13】 名古屋女子大学 自己点検・自己評価委員会 FD 作業部会規程  

【資料 4-2-14】 平成 26 年度授業評価実施要領、授業評価アンケート用紙  

【資料 4-2-15】 学生による授業評価 集計結果と考察  

【資料 4-2-16】 FD 活動実施報告書  

【資料 4-2-17】 FD 授業改善プログラム  

【資料 4-2-18】 
名古屋女子大学 自己点検・自己評価委員会シラバス検討作業 

部会規程 
 

4-3．職員の研修 

【資料 4-3-1】 名古屋女子大学 職員研修規程  

【資料 4-3-2】 職員研修一覧  

【資料 4-3-3】 越原学園 職員人事考課規程  

【資料 4-3-4】 業務改革・改善計画表  

【資料 4-3-5】 業務改革・改善評価表  

【資料 4-3-6】 業務提案実施及び改革・改善以外の業務の達成状況評価表  

【資料 4-3-7】 能力評価シート  

【資料 4-3-8】 面談チェックシート  

【資料 4-3-9】 業務報告書  

【資料 4-3-10】 平成 30 年度管理職育成研修実施（案）  

【資料 4-3-11】 朝礼発表実施要領  

【資料 4-3-12】 文書作成研修について（案内）  

【資料 4-3-13】 技術職員勤務振り返り研修  

【資料 4-3-14】 平成 30 年度新任者研修日程 【資料 1-2-4】と同じ 

【資料 4-3-15】 事務職員越原学舎研修について  
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【資料 4-3-16】 「研修企画室」教職員研修一覧  

4-4．研究支援 

【資料 4-4-1】 学校法人越原学園 服務規程  

【資料 4-4-2】 
名古屋女子大学 紀要（名古屋女子大学機関リポジトリ） 

https://nagoya-wu.repo.nii.ac.jp/ 
 

【資料 4-4-3】 
名古屋女子大学ホームページ（総合科学研究所） 

https://www.nagoya-wu.ac.jp/sogo/kenkyu.html 
 

【資料 4-4-4】 
名古屋女子大学 研究活動における不正行為の対応等に関する 

規程 
 

【資料 4-4-5】 学科会議議事録  

【資料 4-4-6】 名古屋女子大学公的研究費の管理・監査体制に関する規程  

【資料 4-4-7】 誓約書  

【資料 4-4-8】 名古屋女子大学 ヒトを対象とする研究に関する委員会規程  

【資料 4-4-9】 名古屋女子大学 動物実験指針  

【資料 4-4-10】 名古屋女子大学 動物実験委員会規程  

【資料 4-4-11】 予算基準単価等一覧表  

【資料 4-4-12】 名古屋女子大学 教育・基盤研究助成規程 【資料 1-2-19】と同じ 

【資料 4-4-13】 総合科学研究所 機関研究及びプロジェクト研究 募集要項  

基準 5．経営・管理と財務 

基準項目 

コード 該当する資料名及び該当ページ 備考 

5-1．経営の規律と誠実性 

【資料 5-1-1】 越原学園 寄附行為 【資料 F-1】と同じ 

【資料 5-1-2】 越原学園 寄附行為 【資料 F-1】と同じ 

【資料 5-1-3】 越原学園 常務理事会規程  

【資料 5-1-4】 越原学園 災害対策マニュアル  

【資料 5-1-5】 専門業者による使用済み実験動物処理確認伝票  

【資料 5-1-6】 専門業者による廃棄証明書（マニフェスト）  

【資料 5-1-7】 越原学園 個人情報保護に関する基本方針  

【資料 5-1-8】 大学ホームページ（個人情報保護に関する基本方針） 

https://www.nagoya-wu.ac.jp/kojinjoho.html 

 

【資料 5-1-9】 越原学園 個人情報保護規程  

【資料 5-1-10】 個人情報の取扱いに関する規程  

【資料 5-1-11】 個人情報の取扱いに関する規程［取得・入力段階取扱］に係

る取扱要領 

 

【資料 5-1-12】 個人情報漏洩保険証書  

【資料 5-1-13】 越原学園 ハラスメント防止・対策委員会規程  

【資料 5-1-14】 越原学園 ハラスメント等相談窓口内規  

【資料 5-1-15】 越原学園 ハラスメント等の人権侵害防止に関するガイドラ

イン 

 

5-2．理事会の機能 

【資料 5-2-1】 越原学園 寄附行為 【資料 F-1】と同じ 
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【資料 5-2-2】 越原学園 常務理事会規程 【資料 5-1-3】と同じ 

【資料 5-2-3】 理事会決議録〔平成 27 年 4 月～29 年 5 月〕  

【資料 5-2-4】 評議員会決議録〔平成 27 年 5 月～29 年 5 月〕  

5-3．管理運営の円滑化と相互チェック 

【資料 5-3-1】 大学運営会議議事録  

【資料 5-3-2】 越原学園 寄附行為 【資料 F-1】と同じ 

【資料 5-3-3】 平成 28 年度業務監査実施報告書・「第三者評価の指摘事項

等の確認」資料 

 

【資料 5-3-4】 平成 29 年度業務監査実施計画書  

【資料 5-3-5】 学校法人監事研修会報告書〔平成 27・28 年度〕  

5-4．財務基盤と収支 

【資料 5-4-1】 中長期計画  

【資料 5-4-2】 予算編成基本方針  

【資料 5-4-3】 予算委員会設置要領  

【資料 5-4-4】 入学定員充足率  

【資料 5-4-5】 入学者数等  

【資料 5-4-6】 補助金選定結果  

【資料 5-4-7】 収益事業 （寄附行為 第３条の 2）  

5-5．会計 

【資料 5-5-1】 予算編成基本方針  

【資料 5-5-2】 目的予算所管責任者一覧（決裁基準）  

【資料 5-5-3】 予算委員会設置要  

【資料 5-5-4】 理事会議事録  

【資料 5-5-5】 越原学園 経理規程  

【資料 5-5-6】 資産運用規程  

【資料 5-5-7】 監事の監査報告書 【資料 F-11】と同じ 

【資料 5-5-8】 独立監査人の監査報告書  

【資料 5-5-9】 監査日程計画表  

【資料 5-5-10】 平成 30 年度業務監査実施計画書  

【資料 5-5-11】 監査記録（サンプル）  

【資料 5-5-12】 名古屋女子大学 公的研究費の管理・監査体制に関する規程  

基準 6．内部質保証 

基準項目 

コード 該当する資料名及び該当ページ 備考 

6-1．内部質保証の組織体制 

【資料 6-1-1】 名古屋女子大学 自己点検・自己評価委員会規程  

【資料 6-1-2】 名古屋女子大学 第三者評価報告書作成委員会規程  

【資料 6-1-3】 名古屋女子大学 IR 推進委員会規程  

6-2．内部質保証のための自己点検・評価 
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【資料 6-2-1】 名古屋女子大学 学則  

【資料 6-2-2】 名古屋女子大学 自己点検・自己評価委員会規程  

【資料 6-2-3】 学生による授業評価 集計結果と考察 【資料 4-2-15】と同じ 

【資料 6-2-4】 学生による授業評価アンケート結果に基づく授業改善について  

【資料 6-2-5】 
平成 27 年度 名古屋女子大学 自己点検・評価報告書 

https://www.nagoya-wu.ac.jp/sogo/kokai/jikohyoka_dai.pdf 
 

【資料 6-2-6】 
大学ホームページ（教育・研究情報の公開） 

https://www.nagoya-wu.ac.jp/sogo/kokai/gaiyo_dai.html 
 

【資料 6-2-7】 
大学ホームページ（動物実験関係） 

https://www.nagoya-wu.ac.jp/sogo/kokai/gaiyo_hoka.html 
 

【資料 6-2-8】 学科 FD 報告書 【資料 2-6-4】と同じ 

【資料 6-2-9】 表に示す各種調査実施要項  

【資料 6-2-10】 学生による授業評価 集計結果と考察 【資料 4-2-15】と同じ 

【資料 6-2-11】 第三者評価報告書作成委員会議事録  

【資料 6-2-12】 学科会議議事録  

【資料 6-2-13】 入試委員会次第、オープンキャンパス運営本部会議資料  

【資料 6-2-14】 学生相談室運営委員会議事録  

【資料 6-2-15】 キャリア支援委員会議事録 【資料 2-3-7】と同じ 

【資料 6-2-16】 自己点検・自己評価委員会議事録  

【資料 6-2-17】 
大学ホームページ（各教員の学位および業績） 

https://www.nagoya-wu.ac.jp/sogo/kokai/gaiyo_dai.html 
 

【資料 6-2-18】 平成 30 年度科研費被交付者一覧  

【資料 6-2-19】 平成 30 年度教育・基盤研究助成費被交付者一覧  

【資料 6-2-20】 学科 FD 報告書 【資料 6-2-8】と同じ 

【資料 6-2-21】 表に示す各種調査実施要項 【資料 6-2-9】と同じ 

6-3．内部質保証の機能性 

【資料 6-3-1】 平成 20 年度 名古屋女子大学 自己評価報告書  

【資料 6-3-2】 
平成 23 年度「過年度受審大学に対する調査」回答のための予備

調査 
 

【資料 6-3-3】 
平成 27 年度 名古屋女子大学 自己点検・評価報告書 

https://www.nagoya-wu.ac.jp/sogo/kokai/jikohyoka_dai.pdf 
 

【資料 6-3-4】 学生による授業評価 集計結果と考察 【資料 4-2-15】と同じ 

【資料 6-3-5】 学生による授業評価アンケート結果に基づく授業改善について 【資料 6-2-4】と同じ 

【資料 6-3-6】 学科 FD 報告書 【資料 6-2-8】と同じ 

【資料 6-3-7】 表に示す各種調査実施要項 【資料 6-2-9】と同じ 

※必要に応じて、記入欄を追加・削除すること。 

 

 


